
第５回　救急医療に関する教育セミナー
　　　時　間：10時00分～12時15分
　　　会　場：鹿児島県医師会館３階中ホール

ランチョンセミナー
　　　時　間：12時20分～13時30分
　　　会　場：鹿児島県医師会館４階大ホール

第84回　医師部会
　　　時　間：14時00分～16時10分
　　　会　場：鹿児島県医師会館３階中ホール１

第49回　看護部会
　　　時　間：14時00分～16時20分
　　　会　場：鹿児島県医師会館３階中ホール２

第36回　救急隊員部会
　　　時　間：14時00分～16時00分
　　　会　場：鹿児島県医師会館４階大ホール

三部会合同シンポジウム
　　　時　間：16時40分～18時40分
　　　会　場：鹿児島県医師会館４階大ホール

会期　平成30年９月１日（土）
会場　鹿児島県医師会館（鹿児島市中央町８番地１）

鹿児島救急医学会
鹿児島県医師会

鹿児島救急医学会学術集会
プ ロ グ ラ ム

鹿児島市中央町８－１
鹿児島県医師会館内
TEL（099）254-8121
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●第５回　救急医療に関する教育セミナー� （10：00～12：15）

『PCEC／ACEC�ハイブリッドコース（日本臨床救急医学会認定）』
コース責任者：鹿児島大学病院救命救急センター　副センター長　有嶋　拓郎

MEMO
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MEMO

●ランチョンセミナー� （12：20～13：30）

（座長）鹿児島大学病院救命救急センター　講師　新山　修平

『鹿児島から究極の心肺脳蘇生を発信する』
（講師）鹿児島市立病院救命救急センター　科長　鹿野　　恒

1993年　3月	 旭川医科大学卒業
1993年　4月	 札幌医科大学　　救急集中治療部
1996年　4月	 札幌医科大学　　脳神経外科（兼任）
2000年　4月	 市立札幌病院　　救命救急センター
2002年　4月	 札幌医科大学　　高度救命救急センター
2004年10月	 市立札幌病院　　救命救急センター
2017年11月	 鹿児島市立病院　　救命救急センター

〈講師略歴〉
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会 場 ：鹿 児 島 県 医 師 会 館  ３ 階 中ホール１　

《 演 者 へ の ご 注 意 》

１．演者は、本会会員であることを要します。

　　未入会の方は、至急、鹿児島救急医学会事務局

　　(〒890-0053 鹿児島市中央町8-1 TEL 099-254-8121)に入会手続きをお願いします。

　　なお、本学会の年会費、正会員 3,000 円となっております。

２．一般講演は、講演６分・討論２分でお願いします。

※終了１分前にベル１回、終了時にベルを２回鳴らします。発表時間を厳守してく

ださい。

３．１３：３０までに３階ロビーの演者受付並びに発表データの動作確認を済ませてく

ださい。

　　※発表データはＵＳＢでご持参ください。

４．講演時の使用機材は、Windows Power Point 2013 と使用します。

※Mac を使用する場合はパソコンを持参してください。

５．次演者席を会場スクリーンに向かって左手前方に設けますので、順番になりました

ら着席をお願いします。

第　８４　回　医　師　部　会

参加費 ：１，０００円（当日、受付にて徴収します）

会　期　：平成３０年９月１日（土） 14：00〜16：10
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第84回　医 師 部 会 プ ロ グ ラ ム

Ⅰ群 （14：02～14：42）講演６分・討論２分

� 座　長：総合病院鹿児島生協病院　救急科部長　上　田　　　剛

Ⅰ－１　「胃カメラの最中に発症した緊張性気腹の一症例」
	 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター　救急科　田　中　秀　樹
Ⅰ－２　「ヘリ搬送となった小児腸重積症の１例」
	 鹿児島県立大島病院　救急科　鄒　　　明　憲
Ⅰ－３　「異物による消化管穿通・穿孔を来した２例」
	 公益財団法人慈愛会　今村総合病院　足　立　拓　馬
Ⅰ－４　「上腸間膜静脈血栓症により腸管壊死を呈した２症例」
	 鹿児島大学病院　救急集中治療科　白　石　一　光
Ⅰ－５　「院内シミュレーション実施が早期の再開通に役立ったtPA－血栓回収療法の一脳梗塞症例」
	 公益財団法人慈愛会　今村総合病院　脳卒中センター脳神経内科　隈　元　健　吾

Ⅱ群 （14：45～15：25）講演６分・討論２分

	 座　長：社会医療法人緑泉会　米盛病院　集中治療部長　佐　藤　圭　路

Ⅱ－１　「右上肢外傷により右上腕動脈内膜損傷、急性動脈血栓閉塞を発症した１例」
	 鹿児島大学病院　心臓血管外科　生　駒　真一郎
Ⅱ－２　「鹿児島市立病院における重度四肢外傷治療」
	 鹿児島市立病院　形成外科　猪　原　康　司
Ⅱ－３　「急激な転帰をとった劇症型Ａ群β溶連菌感染症による壊死性筋膜炎の一例」
	 公益財団法人昭和会　今給黎総合病院　救急科　吉　留　寛　人
Ⅱ－４　「ネコを媒介として重症熱性血小板減少症候群（SFTS）を発症した１例」
	 鹿児島大学病院　救命救急センター　山　下　翔　太
Ⅱ－５　「意識障害に肝障害･腎障害･高血糖･血小板減少を伴い、診断に苦慮した１例」
	 社会医療法人緑泉会　米盛病院　崔　　　権　一

Ⅲ群 （15：30～16：10）講演６分・討論２分

	 座　長：鹿児島県立大島病院　救命救急センター長　原　　　　　純

Ⅲ－１　「鹿児島市立病院形成外科における小児顔面骨骨折症例の検討」
	 鹿児島市立病院　形成外科　本　間　健　人
Ⅲ－２　「心肺停止蘇生後患者における予後予測因子の検討」
	 鹿児島市立病院　循環器内科　今　村　春　一
Ⅲ－３　「九州地区における小児期院外心停止の発生状況」
	 九州学校検診協議会　心臓部門専門委員会　吉　永　正　夫
Ⅲ－４　「災害基幹病院における災害訓練の取り組みと黒エリアにおける課題」
	 鹿児島市立病院　看護部　阿　部　嘉　晃
Ⅲ－５　「平成30年7月豪雨災害への派遣経験～J-SPEEDの大きな進化～」
	 社会医療法人緑泉会　米盛病院　冨　岡　譲　二
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�一　般　講　演

Ⅰ群 （14：02～14：42）講演６分・討論２分

座　長：総合病院鹿児島生協病院　救急科部長　上　田　　　剛

Ⅰ―１　�胃カメラの最中に発症した緊張性気腹の一症例
独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター
救急科　田中　秀樹・中島　　均
外　科　菰方　輝夫

　消化性潰瘍の精査のための胃カメラの最中に、うめき声を上げた後にショック状態にお
ちいった83歳の女性が緊急搬入されてきた。	搬入時意識レベルはJCS	II-200で血圧は微弱
で測定不能。腹部は緊満し、臀部から下肢末梢にかけても緊満して皮膚は暗赤色調に変色
していた。腹部大動脈瘤破裂を念頭にCT検査を施行した。予想していた腹部大動脈瘤や
破裂の所見はなく、腹腔内に著明なガス貯留と圧排された大動静脈が描出された。緊張性
気腹と診断した。緊急に腹腔穿刺を行い脱気を行った。脱気直後からショックバイタルと
意識レベルは速やかに改善した。消化性潰瘍穿孔からの気腹形成が濃厚に疑われたため、
救急室から直接手術室に搬送して緊急開腹手術を施行した。十二指腸前壁に１cm大の潰
瘍穿孔を確認できた。穿孔部を直接縫合閉鎖し、大網被覆を行って手術を終了した。大量
のfree	airにより急速進行性に腹腔内圧が上昇して循環虚脱が起こる病態が緊張性気腹で
ある。緊急の脱気を要する病態であり症例提示にて報告する。
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Ⅰ―２　�ヘリ搬送となった小児腸重積症の1例
鹿児島県立大島病院　1）救急科、2）小児科、3）外科
鄒　　明憲1）・原　　純1）・楠田　政樹2）

池田　尚弘2）・今村　真理2）・保坂　優斗3）

　小児の腸重積は発症後からの経過時間により治療方針が異なり、より短い時間経過で治
療による侵襲も軽減できることが知られている。今回我々は初期対応で腸重積症と診断さ
れずヘリ搬送となった症例を経験した。症例は５歳男性。来院時３時間前より間欠的な腹
痛・嘔吐が出現し入眠できなくなったため救急外来受診した。最終排便が２日前であり、
腹部単純レントゲン撮影では下降結腸での便塊を認めたことから便秘症を疑い、グリセリ
ン浣腸20mlで処置したところ少量の排便を認め帰宅した。しかしその後も腹痛の改善認
められず、再度救急外来を受診し腹部単純CTで精査を行ったところ横行結腸の腸重積を
認めた。発症後８時間以内であったため同院で空気整復術を施行されたが重責は解除され
なかった。外科的治療を必要としたため小児外科のある施設にヘリ搬送となり、腹腔鏡下
で整復された。術後状態は改善し、腸重積を引き起こす器質的疾患も認められなかった。
腹痛・嘔吐を来す疾患は数多く存在し、特に小児では鑑別が困難である。今回我々は初診
で腸重積と診断されず手術適応となった腸重積の１例を経験したので若干の文献的考察を
含め報告する。
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Ⅰ―３　異物による消化管穿通・穿孔を来した２例
公益財団法人慈愛会　今村総合病院
研　修　医　足立拓馬
消化器外科　馬場　研二・有馬　豪男・上之園芳一
　　　　　　帆北　修一

【はじめに】
　誤飲した異物は通常は自然排泄されるが、消化管穿通を引き起こすことがある。今回、
我々は術前CTで異物による消化管穿通・穿孔を疑った症例２例を経験したので、考察を
加えて報告する。

【症例①】
　82歳男性。腹痛、嘔気を主訴に当院救急外来を受診した。右下腹部に圧痛、反跳痛、筋
性防御を認めた。腹部CT検査で上行結腸に腸管外へ穿通する直線状の淡い高吸収域像を
確認した。異物による下部消化管穿孔を疑い、腹腔鏡下緊急ドレナージ術を施行した。圧
痛部位直下の上行結腸腸間膜側から爪楊枝先端が露出しており、周囲に膿汁を認めた。爪
楊枝先端は小腸に接していたが、小腸穿孔は認めなかった。穿孔部上行結腸で双孔式人工
肛門造設術施行し、術後18日目に転院した。

【症例②】
　64歳男性。１週間続く下痢と腹痛を主訴に前医を受診し、CT検査から異物による消化
管穿孔、手術の必要性を考慮され当院消化器外科を紹介受診。２週間ほど前にあら汁を飲
んだというエピソードがあり、腹部CT検査で遠位小腸に腸管を貫通する高吸収域の線状
構造物を認めた。Free	airや膿瘍形成はなく、魚骨による小腸穿通を疑い、腹腔鏡下小腸
穿通部縫合術を施行した。鏡視下で異物を検索するも見つからなかったため、直視下に変
更し検索したところ、空腸レベルに針金が小腸から腸間膜を穿通し、一部顔を出した状態
で発見された。周囲の軽度炎症性肥厚は認めたが膿瘍形成や腸液漏出はなかった。針金を
除去し、穿通した腸間膜を縫合した。術後の経過は良好で、術後５日目に退院した。

【考察】
　異物誤飲を疑うには、病歴聴取が非常に重要である。その一方で、誤飲を起こしやすい
と言われる乳幼児や高齢者は、病歴を直接聞くことが困難なことや、明らかな誤飲のエピ
ソードが聞かれないことも多い。今後、高齢人口割合増加に伴って、自覚なく様々なもの
を誤飲し、急性腹症で来院するケースが増加することが予想され、鑑別診断の一つとして
念頭に置くことが重要である。
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Ⅰ―４　�上腸間膜静脈血栓症により腸管壊死を呈した２症例
鹿児島大学病院　救急集中治療科

白石　一光

　上腸間膜静脈血栓症は急性腹症の中では極めて稀であるが、早期治療が遅れると腸管壊
死が進行し生命に関わる重大な疾患である。今回、上腸間膜静脈血栓症を発症した２症例
を経験した。症例１は75歳、男性。腹痛にて近医を受診し、逆流性食道炎の診断で経過観
察されていた。症状増悪し、嘔吐、食事摂取不能となり、前医に救急搬送された。急性腹
症として造影CT施行したところ、上腸間膜静脈から門脈本幹にかけて血栓を認めた。当
院へ搬送され、小腸の大量切除と人工肛門造設が行われた。術後は特発性上腸間膜静脈血
栓症としてヘパリンによる抗凝固療法を行い、全身状態は良好で転院となった。症例２は、
82歳、男性。本態性血小板症にてバイアスピリン内服中であった。突然の腹痛で前医受診し、
造影CTにて上腸間膜静脈に血栓、小腸虚血、浮腫を認めたため当院へ搬送された。小腸
の部分切除し、人工肛門を造設し、術後はヘパリンによる抗凝固療法を行い、全身状態安
定したためICUから退室となった。
　今回の２症例はいずれも上腸間膜静脈血栓症から腸管壊死をきたし、小腸切除と人工肛
門の造設を行なった。上腸間膜静脈血栓症の原因として凝固線溶異常症、肝疾患、腎疾患、
感染、炎症、外傷、経口避妊薬、ステロイドの使用、悪性腫瘍などが挙げられる。急性腹
症にこれらの疾患を認めた場合、上腸間膜静脈血栓症を鑑別に上げることが重要と思われ
る。
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Ⅰ―５　�院内シミュレーション実施が早期の再開通に役立ったｔPA��　�
−血栓回収療法の一脳梗塞症例−

公益財団法人慈愛会　今村総合病院　脳卒中センター脳神経内科

隈元　健吾・重畠　裕也・大山　　賢・徳永　紘康
濱田　陸三・神田　直昭

　症例は45歳男性、某日外出中に突然の右片麻痺をきたし、発症より52分で当院へ救急
搬入となった。神経学的には顔面を含む高度の右片麻痺と感覚障害を認め、NIHSSスコ
アは15点であった。頭部CT検査で脳実質には出血や早期虚血変化を認めず、左中大脳動
脈にhyperdense	MCAサインを認めた。禁忌事項がないことを確認した上でご本人の承諾
の元、搬入から18分後にｔPA投与をおこなった。ｔPA投与後、症状の改善が得られなかっ
たためアンギオ室へ搬入し、救急搬入から53分後に右大腿動脈を穿刺し血栓回収術を開
始した。左内頸動脈にバルーン付きガイディングカテーテルを留置した後、Penumbra	
5max	ACE68同軸化にSolitaire	Platinum4×60を展開し90秒待機後にガイディングカテー
テルのバルーンを拡張した後、ACE68より吸引を行いながらSolitaireを抜去した。その後
バルーンの拡張を解除後、搬入より76分後にTICI3の完全再開通を確認した。入院後の経
過は良好で症状は著明に改善し、第15病日にリハビリテーション目的での独歩転院となっ
た。転院時のｍRSは2であった。超急性期脳梗塞に対するｔPA投与および血栓回収療法
は一刻を争う事態であり、その時間短縮が世界的な命題である。今回、同時期に院内関係
者で並行しておこなった院内シミュレーションが当施設での短時間の再開通治療に役立っ
た。院内で実施したｔPA投与−血栓回収シミュレーションや業務フロー図の詳細ととも
に、今回の症例報告をおこなう。
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Ⅱ群 （14：45～15：25）講演６分・討論２分

座　長：社会医療法人緑泉会　米盛病院　集中治療部長　佐　藤　圭　路

Ⅱ―１　�右上肢外傷により右上腕動脈内膜損傷、急性動脈血栓閉塞を　�
発症した１例

鹿児島大学病院　心臓血管外科

生駒真一郎・上田　英昭・今釜　逸美・川井田啓介
井本　　浩

　今回我々は、右上腕外傷により右上腕動脈内膜損傷から急性血栓閉塞を起こした１例を
経験した。症例は84歳、女性。道路脇に自家用車を止めて降りた際にサイドブレーキを引
き忘れており、動き出した車と街路樹とで右上腕を挟まれて受傷した。前医へ搬送となっ
たが、右上腕が圧挫し、右上肢の感覚・運動障害、右橈骨動脈が触知できず当院へ緊急搬
送となった。
　CTでは右上腕動脈周囲への造影剤漏出はなかったが、中央部から肘関節近傍までが造
影されなかった。血管エコーでは、右上腕動脈中央部から橈骨動脈尺骨動脈分岐部まで血
栓閉鎖しており、末梢側の血流が著明に低下していた。また正中神経および橈骨神経支配
領域の神経障害があった。
　外傷に伴う右上腕動脈損傷、急性血栓閉塞、右正中神経および右橈骨神経障害の診断で
緊急手術となった。右上腕動脈を露出したところ周囲は血腫貯留があったものの、外膜損
傷はなかった。一部狭小化している部分がありその中枢側を切開したところ血腫が充満し
ていた。血栓除去術を行ってから病変部を確認したところ、狭小部の内膜が欠損していた。
同部位を切除して直接縫合したところ、血流は速やかに改善した。正中神経の外観に明ら
かな損傷はなかった。
　切除した動脈の病理診断では、外膜損傷がなく内膜は欠損、平滑筋層への炎症細胞が浸
潤していた。病理結果より外傷により動脈の内膜が損傷して同部位から血栓形成、閉塞を
起こしたものと診断した。術後エコーでは吻合部に問題なく、末梢側の血流は良好に改善
していた。橈骨神経麻痺は改善してきたものの正中神経麻痺が残存したが、14日目に前医
転院となった。動脈近くの外傷では、内膜損傷から急性動脈閉塞を起こす可能性があり、
血管の確認も必要と考えられた。
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Ⅱ―２　�鹿児島市立病院における重度四肢外傷治療
鹿児島市立病院　形成外科	

猪原　康司・立津　朝成・堀米　迪生・本間　健人
浅見　　崇・森岡　康祐

【目的】
　皮膚軟部組織欠損を伴う四肢開放骨折は重度四肢外傷と呼称され、治療に難渋し四肢切
断となることがある疾患群である。その治療は骨折治療のみならず、皮膚軟部組織欠損に
対する組織再建が機能予後獲得のためには必要である。我々形成再建外科医は多種多様な
組織移植術を駆使し、先天的・後天的に欠損・変形した組織の再建に取り組んでいる。そ
の中でも遊離組織弁移植術は、顕微鏡下に血管吻合を行うことで、移植直後より機能的な
血流を有する組織移植法であり、立体的・構成要素的に複雑な組織再建に適応となる。こ
の遊離組織弁移植術を用い、重度四肢外傷治療を行い良好な結果を得ているので、実際の
症例の治療経過を報告する。

【症例１】
　44歳男性。農耕機械に巻き込まれ右前腕開放骨折を受傷した。伸筋群は広範囲に挫滅欠
損していた。手指は屈筋腱のみが作用し屈曲拘縮し機能指とはなり得ないので、皮膚軟部
組織再建と共に伸展機構の保持が必要であった。左大腿部から皮膚軟部組織に大腿筋膜を
付着させ栄養血管を温存して採取し、顕微鏡下に右前腕に移植した。大腿筋膜による手指
伸展機構の再建を行った。移植組織は良好に生着し、原職復帰している。

【症例２】
　60歳男性。農耕機械により右下腿遠位切断を受傷し再接着を施行した。切断肢は生着し
たが骨癒合が得られず、広範囲皮膚軟部組織再建と共に、血流のある骨移植が必要と判断
された。左背部から栄養血管を温存した肩甲骨と皮膚軟部組織（広背筋皮弁）を採取して
右下腿に顕微鏡下に移植した。移植組織は生着し、骨癒合も得られた。現在足底板のみで
独歩可能、足関節機能良好、知覚もあり、原職復帰している。

【考察】
　重度四肢外傷治療のポイントは、組織損傷の多彩さ、再建目的の多様さであると思われ
る。我々は必要な再建材料により種々の組織弁を組み合わせ、形成再建外科医として機能
面整容面に配慮した再建手術を行うよう配慮している。



― 12 ―

Ⅱ―３　�急激な転帰をとった劇症型A群β溶連菌感染症による壊死性筋
膜炎の一例

公益財団法人昭和会　今給黎総合病院　救急科	

吉留　寛人・西山　　淳	

【はじめに】
　劇症型溶連菌感染症は主にＡ群溶連菌により惹起される重篤な感染症であり、健常者に
突然発症することが多い。一旦発症すると経過は急速かつ劇的で軟部組織壊死、多臓器不
全を引き起こし救命困難となる場合もある。今回、重篤な基礎疾患のない健常者に発症し
たＡ群β溶連菌による壊死性筋膜炎を経験した。

【症例】
　60歳、男性。既往に高血圧症、小児ポリオ（左下肢極軽度麻痺）がある。当院受診の２
日前、バレーボールの練習後より右胸部痛が出現したため、翌日近医整形外科を受診し大
胸筋損傷の診断を受けた。同日夜間より嘔吐、下痢、右胸背部痛の増悪を認め、翌日前医
とは別の整形外科を受診した。診察中に呼吸困難、血圧低下を認めたため当院紹介となっ
た。来院時、意識清明、血圧70/35mmHg、脈拍110/分、呼吸数36/分、q	SOFA2点。右前
胸部から背部にかけて激痛および軽度の腫脹を認めたが、皮膚の色調変化は認めなかっ
た。また右肘部に痂皮化した虫刺し口を３ヶ所認めた。WBC1830/μl、CPR37.69mg/dl、
Lac8.35mmol/l、LRINECスコア９、CT所見において右大胸筋、広背筋挫傷を認めた。敗
血症性ショックの診断で大量輸液、カテコラミン投与を開始した。また抗生剤およびグロ
ブリン製剤の投与を行い、無尿を呈する急性腎不全に対してはCHDFを施行した。来院後
8時間頃より徐々に右肩から胸部・腋窩部に水泡を伴う皮下出血を認め壊死性筋膜炎を疑
い、デブリードマンを考慮するが遷延するショック状態から離脱できず、来院後12時間で
死亡を確認した。入院時施行した血液培養からGroup	A	streptococcus	pyogenesが検出さ
れＡ群β溶連菌感染症と診断した。	

【考察】
　Ａ群β溶連菌感染による壊死性筋膜炎は超早期の診断治療が極めて重要であるが、特異
的所見に欠ける場合は対応が遅れる可能性がある。今回、来院に至るまでの局所所見の経
過、敗血症性ショック状態、来院時LRINECスコアなどを考慮することで、来院時より壊
死性筋膜炎として対処できたと思われる。



― 13 ―

Ⅱ―４　�ネコを媒介として重症熱性血小板減少症候群（SFTS）を発症し
た１例

1）鹿児島大学病院　救命救急センター
2）鹿児島大学病院　医療環境安全部感染制御部門
3）鹿児島大学　医歯学総合研究科救急・集中治療医学分野
山下　翔太1）・古別府裕明1）・岩永　千尋1）

白石　一光1）・大隣　貴仁1）・中弁　　護1）

江口　智洋1）・宮本昇太郎1）・政所祐太郎1）

二木　貴弘1）・中村　隼人2）・川村　英樹2）

伊藤　隆史1）・安田　智嗣1）・新山　修平1）

上国料千夏3）・垣花　泰之3）

　ネコを媒介とした重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に対して、抗ウイルス薬を投与
し救命することができた一例を経験したので報告する。
【症例】42歳、男性

【現病歴】
　ダニ咬傷歴なし。飼い猫３匹と野良猫１匹と生活していた。意識障害を呈したため前医
へ救急搬送された。人工呼吸管理、持続的血液濾過透析等による治療を行うも意識障害、
血小板減少、貧血の進行、腎障害を認め集学的加療が必要と判断され当院転院となった。

【既往歴】
　心筋梗塞、２型糖尿病

【入院後経過】
　明らかなダニ咬傷なく、ネコによる掻爬痕多数認めた。発熱、CRP上昇、プロカルシト
ニン上昇、胸部CTでの肺炎像があり肺炎による敗血症が疑われたが、下血、血小板減少、
肝逸脱酵素上昇、LDH上昇を認めSFTSを鑑別疾患にあげた。保健所にSFTSウイルスPCR
検査を依頼し、陽性が確認されたため、人工呼吸器管理、持続的血液濾過透析などの集学
的治療に加え、抗SFTSウイルス薬であるファビピラビルを投与した。治療開始後、血小
板上昇、下血等の臓器障害改善し、ICU退室することが出来た。

【考察】
　今回の症例はダニによる刺し口はなく、ネコによる掻爬痕を多数認めたため、ネコを
媒介としたSFTS症例と考えた。ダニによる刺し口を認めなかったが、SFTSを疑い速やか
に保健所に検査を依頼し、当院入院２日目にはSFTS陽性という結果を得ることができた。
早期に抗SFTSウイルス薬を投与し治療介入することできたため、本症例のように臓器障
害を呈するような重症のSFTSを救命することができたと考える。今回のSFTS症例につい
て、当院での集学的治療の経過について文献的考察をふまえて報告する。
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Ⅱ―５　�意識障害に肝障害･腎障害･高血糖･血小板減少を伴い、診断に
苦慮した１例

社会医療法人緑泉会　米盛病院
崔　　権一・田中　雄基・山﨑　大輔・郡　　隆輔
井上　泰豪・倉田　秀明・下高原淳一・佐藤　満仁
野坂　英樹・佐藤　圭路・堂籠　　博・榮福　亮三
畑　　倫明・冨岡　譲二・米盛　公治

　意識障害を主訴に当院救急外来受診し、肝障害･腎障害･高血糖･血小板減少を伴い、診
断に苦慮した症例を経験したので報告する。

【症例】
　42歳　男性

【既往歴】
　２型糖尿病　陳旧性心筋梗塞

【来院前の経過】
　開眼しているが体動がない状態で発見され、救急要請された。補完ヘリ出動し、ラン
デブーポイントで患者と接触した。気道は開通、頻呼吸、冷汗を認めた。意識レベルは
GCS:9（E4,V1,M4）で血糖値は406mg/dlだった。既往に糖尿病あるとのことで、糖尿病性
昏睡疑い、米盛病院へ搬送した。

【来院後の経過】
　頭部CT、頚椎CT、胸部CT、腹部CT、頭部MRIでは明らかな異常所見は認めなかった。
血液検査にて、肝障害、腎障害、高血糖、血小板減少認め、糖尿病性昏睡疑い、細胞外液
の輸液、インスリンの持続静注を開始した。血糖値下降後も意識障害遷延し、呼吸状態の
悪化、腎機能障害の持続あったため、気管挿管後に人工呼吸管理、持続的血液濾過透析行っ
た。血栓性血小板減少性紫斑病の５徴の内、意識障害、急性腎障害、血小板減少の３徴あ
り、早急な血液内科的加療の必要性考慮し、転院となった。

【考察】
　独居で意識障害を来しており、患者情報が乏しく、診断に苦慮した。早急な加療が必要
な病態である血栓性血小板減少性紫斑病を考慮し、専門科への転院を決断した。結果的に
は重症熱性血小板減少症候群の診断だったが、様々な修飾因子、患者情報の乏しさも診断
に苦慮した一因と考えられた。
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Ⅲ群 （15：30～16：10）講演６分・討論２分

座　長：鹿児島県立大島病院　救命救急センター長　原　　　純

Ⅲ―１　�鹿児島市立病院形成外科における小児顔面骨骨折症例の検討
鹿児島市立病院　形成外科

本間　健人・立津　朝成・堀米　迪生・浅見　　崇
猪原　康司・森岡　康祐

【はじめに】
　顔面骨骨折は我々形成外科医が頻繁に遭遇する外傷の一つである。これまで様々な臨床
統計が報告されてきたが、小児の症例に着目した報告は稀である。今回我々は小児におけ
る顔面骨骨折の受傷様式を明らかにするため、後方視的分析を行った。

【対象・方法】
　2013年１月から2018年７月までに当科を受診した顔面骨骨折症例のうち、18歳以下の
305例を対象とした。カルテの記録から性差、年齢、受診経路、受傷から来院までの期間、
居住地域、骨折部位、受傷機転、受傷した時間帯、受傷した曜日、治療方法（手術の有無）、
受傷から手術までの期間、入院期間、合併損傷について情報収集し、検討を行った。

【結果】
　性差は男性4.6：女性１、年齢は１～18歳まで、平均は13.4歳。年代別では16～18歳まで
の高校生が40.0%と最も多く、受傷原因はスポーツ170例、交通外傷	39例、殴打・打撲	34
例、転落	23例、転倒	23例であった。スポーツの中では野球が58例と最も多かった。受診
経路はほとんどが院内院外からの紹介で89.8%であった。受傷から来院までの期間は受傷
翌日が最も多く113例であり、72.8%が受傷から２日以内に受診していた。居住地域別で
は鹿児島市内が最も多く60.9%であったが、離島や県外からの受診も認めた。骨折部位別
では鼻骨骨折が最も多く187例であった。眼窩底骨折症例は42例で、そのうち８例は緊急
手術症例であった。受傷した時間帯は昼過ぎから夕方までが66.2%と最も多かった。受傷
した曜日は土日で38.0%と週末に多い傾向を認めた。手術症例は43.9%で、受傷から手術
までの期間については手術症例の91.8%が受傷から２週間以内に観血的整復術が行われて
いた。入院期間の平均は5.2日、合併損傷は外傷性クモ膜下出血が最も多く６例に認めた。

【考察】
　当科における小児顔面骨骨折症例の傾向として、運動部に所属する中高生に多いことが
示された。また救急科からの紹介が36.7%と最も多く救急外来でのプライマリケアの重要
性が裏付けられた。
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Ⅲ―２　�心肺停止蘇生後患者における予後予測因子の検討
1）鹿児島市立病院　循環器内科
2）鹿児島市立病院　救命救急科

今村　春一1）・宮田　昌明1）・小川　正一1）

桶谷　直也1）・茶圓　秀人1）・大牟礼健太1）

吉元　一成1）・野元裕太郎1）・鎌田　梨沙1）

濱崎　秀一1）・下野　謙信2）・吉原　秀明2）

【背景】
　近年、高齢化の進行とともに、心肺停止患者には多くの高齢患者が含まれている。蘇生
後、意識状態の重症度を判定する方法として、Glasgow	Coma	Scale	(GCS)があるが、蘇
生直後は意識障害を呈していることが多いため、その時点で高次機能や生命予後を予測す
ることは極めて困難である。また、患者背景が不明であることや家族の受け入れが出来て
いないことも多いため、蘇生処置の継続・中断の是非や侵襲的処置を施行するか悩ましい
ことも多く、臨床現場で参考となる予後予測因子が必要と考える。

【目的】
　心肺停止蘇生後の予後予測因子を検討すること。

【方法】
　2015年４月から2017年３月まで当院へ入院した、蘇生に成功した心肺停止症例64例（平
均年齢67±22歳、男性48例、女性16例）を身体所見や検査所見を対象として後ろ向きに観
察し、生存退院群と死亡群に分類し、蘇生時の予後予測因子を検討した。

【結果】　
　心肺停止の原因は、誤嚥窒息15例、急性冠症候群11例、pulseless	VTまたはVf	10例、肺
炎４例、溺水４例、自殺３例、外傷２例、火災２例、他６例、不明７例であった。生存群
は28例、死亡群は36例であり、それぞれ平均年齢は69±23歳、70±21歳で両群間に有意
差を認めず	(p=0.170)、男性は生存群23例、死亡群25例で両群間に有意差を認めなかった	
(p=0.383)。他、目撃者の有無、Bystander	CPRの有無、ドクターカー・ヘリ利用の有無、
CPR開始から病院着時間などは両群間に有意差を認めなかった。一方、初期波形VT/Vfの
有無、CPRからROSCまでの時間、GCS、瞳孔径、対光反射の有無、pHは両群間に有意
差を認めた。これら６項目を院内死亡の予測因子としてロジスティック曲線より死亡予測
確率の推定式を導き、それぞれの症例の死亡予測確率からROC	curveを描いた。死亡予測
のcut	off値は68.5%であり、その感度93%、特異度75%、AUC	0.861と良好な値であった。

【結語】
　初期波形VT/Vfの有無、CPRからROSCまでの時間、GCS、瞳孔径、対光反射の有無、
pHを用いた死亡予測確率は有用であることが示唆された。
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Ⅲ―３　�九州地区における小児期院外心停止の発生状況
九州学校検診協議会　心臓部門専門委員会

吉永　正夫・大坪　善数・志田　正典・星子　浄水
西原　重剛・藤本　　保・金谷　能明・髙木　純一
我那覇　仁・砂川　　信・添田　　修・石川　司朗
本庄　　茂

【背景および目的】
　消防庁による院外心停止（OHCA）調査は、成人領域の発生状況解析に大きく寄与して
いる。小児期の解析が進んでいない理由の一つは乳幼児期から思春期まで幅広い成長過程
を含み、発生状況の差が大きいことに起因していると考えられる。九州学校検診協議会は
平成24年度より20歳未満のOHCA例の予防および予後の改善を目的に情報収集を開始して
いる。

【対象と方法】
　各県医師会を通じ各地区教育委員会、学校医会、消防署に対して報告をお願いした。今
回は平成24年４月から平成28年12月までに発生した20歳未満のOHCA例を対象とした。ウ
ツタイン様式に準じた調査用紙を用い、基礎疾患の有無、発生状況についても調査した。
予後はグラスゴー・ピッツバーグ脳機能カテゴリーを用いた。

【結果】
　解析対症例数は581例であった。0歳児が190名と31％を占め、0歳児の予後は悪くCPC3
からCPC5（CPC3-5）の頻度が95％を占め、１−19歳の79％より有意に悪かった（P<0.001）。
発生状況を年齢群別にみると０歳、１−５歳は睡眠中（各々72％,	31％）、６−11歳は水
難事故（26％）、12−19歳では自殺（24％）が最多であった。入浴中の事故も30例あり、
うち22例は死亡していた。自宅で起きたOHCA388例では目撃者CPR率（14％）もAED作
動率（４％）も自宅外（それぞれ45％、21％）より有意に低く（P<0.001）、予後も有意に
悪かった（CPC3-5の頻度;	87％	vs	59％、P<0.001）。反対に学校内で起きた場合（68例）、
目撃者CPR率（75％）、AED作動率（43％）とも校外で起きた場合（各々19％、6％）よ
り有意に高く、予後も有意に良好であった（CPC1/2の頻度;	60％	vs	10％、P<0.001）。

【結論】
　０歳児、自宅で起きたOHCAの予後が不良であった。反対に学校で起きたOHCAの予後
は改善してきており、AEDの設置と学校での教育が浸透していることを窺わせた。睡眠
中に起きるOHCAの医学的解明と予防可能はOHCAの情報伝達が必要と考えられた。
　本調査にご協力いただきました関係諸機関、特に消防署の皆様のご協力に感謝申し上げ
ます。
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Ⅲ―４　�災害基幹病院における災害訓練の取り組みと黒エリアにおける
課題

1）鹿児島市立病院　看護部
2）鹿児島市立病院　救急科
阿部　嘉晃1）・園田真利子1）・畠中真由美1）

大脇　吉子1）・山本むつみ1）・髙間　辰雄2）

吉原　秀明2）

【はじめに】
　災害時、トリアージで死亡または救命が不可能と判断された黒タグの傷病者とその家族
へのケアは非常に大切であり、黒エリアの災害訓練は重要な意味を持つ。今回黒エリア単
独の訓練を実施し、課題を明らかにすることができたので報告する。

【方法】
　グリーフケアに焦点をあてた訓練とするため、精神科医や緩和ケア認定看護師、臨床心
理士など多職種で訓練を実施した。独自に評価シートを作成し、院内及び外部講評者によ
り評価した。

【結果】
　訓練参加者58名、見学者42名。外部講評者として、県内外の医療機関の医師、鹿児島県
警などから12名の協力を得た。訓練では９名の傷病者とその家族対応を実施した。講評者
から、家族対応に関する項目について「評価できる」との回答が90％だった一方で、院外
の専門チーム投入のニーズの把握や受け入れの調整に関する項目は30％であった。

【考察】
　家族対応に関する評価が高かった要因として、精神科医や緩和ケア認定看護師、心理療
法士などが訓練に参加し、黒タグの傷病者とその家族へのケアを専門的に実施できていた
ことが挙げられる。また、院外の専門チーム投入のニーズの把握や受け入れの調整に関す
る評価が低かった要因として、DMAT（Disaster	Medical	Assistance	Team：災害派遣医療
チーム）やDMORT（Disaster	Mortuary	Operational	Response	Team：災害死亡者家族支
援チーム）など院外の専門チームの受援を想定した災害訓練を行ったことがなかったこと
が考えられた。災害基幹病院として救命の可能性のある傷病者に医療資源を最大限に投入
する役割があり、亡くなった傷病者やその家族に専門的なケアを実施するためには院内の
医療者だけでは限界がある。そのため、災害の初期段階からの院外専門チームの受援体制
を整え、黒タグの傷病者とその家族へのケアを充実させていく必要があるといえる。

【まとめ】
　黒エリアに精神科医や緩和ケアに関わる専門職を配置することで、傷病者とその家族に
寄り添った対応ができた。また、災害の初期段階から院外の専門チームの受援体制を整え、
災害基幹病院においても黒タグ患者とその家族に専門的なケアを提供できるようにしてい
く必要がある。
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Ⅲ―５　�平成30年7月豪雨災害への派遣経験〜J-SPEEDの大きな進化〜
社会医療法人緑泉会　米盛病院

冨岡　譲二

　演者は平成30年7月に発生した西日本豪雨災害に、DMATロジスティックスチーム（７
月10日～12日）、日本災害学会コーディネーションサポートチーム（７月13日～18日）と
して派遣された。活動場所は岡山県保健医療調整本部ならびに倉敷地域災害保険復興連絡
会議（KuraDRO）で、主にJ-SPEEDを用いた避難所のサーベイランスを担当した。
　J-SPEEDは、フィリピン保健省が世界保健機構（WHO）と協力して構築した大災害
時のサーベイランスシステム「SPEED」(Surveillance	in	Post	Extreme	Emergencies	and	
Disasters)をもとに、わが国で避難所での保健医療情報を収集するサーベイランスシステ
ムとして開発され、「災害時標準診療録」とともに、わが国の災害時医療記録の標準となっ
ている。
　J-SPEEDが初めて実災害で用いられたのは熊本地震であり、このときにはJ-SPEEDで
感染性胃腸炎の集団発生や、緊急介入を要する災害ストレス患者の発生が迅速にとらえる
ことができ、この成果から、WHOにより、J-SPEEDを基にした国際的なサーベイランス
システム「MDS（Minimum	Data	Set）」が採択されている。
　熊本地震の際のJ-SPEEDの集計は紙ベースであったが、今回の豪雨災害では、新しく
開発されたスマートフォンのアプリ「J-SPEED＋（プラス）」と、集計用のwebシステムが
導入され、避難所を巡回したJMAT。日赤医療班、NGO医療チームなどからの情報をリア
ルタイムで可視化し共有することに成功、下痢・嘔吐が多発している避難所にただちに感
染症対策チームを派遣したり、熱中症が多発している地域への医療班派遣を増やすなどの
対応をすることができた。
　アプリとweb集計システムの導入によってJ-SPEEDは大きく進化し、まさに災害医療の
必須のツールになったといえる。
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第　４９　回　看　護　部　会

会 期 ：平成３０年９月１日（土） 14：00〜16：20

会 場 ：鹿 児 島 県 医 師 会 館  ３ 階 中ホール２　

参加費　：１，０００円（当日、受付にて徴収します。） 

《 演 者 へ の ご 注 意 》

１．一般講演は、講演６分・討論３分でお願いします。

※終了１分前にベル１回、終了時にベルを２回鳴らします。発表時間を厳守してく

ださい。

２．１３：３０までに３階ロビーの演者受付並びに発表データの動作確認を済ませてく

ださい。

※発表データはＵＳＢでご持参ください。

３．講演時の使用機材は、Windows Power Point 2013 を使用します。

※Mac を使用する場合はパソコンを持参してください。

４．次演者席を会場スクリーンに向かって左手前方に設けますので、順番になりました

ら着席をお願いします。

１．開会・オリエンテーション（14：00～14：05）

２．基 調 講 演（14：05～14：55）
� 座　長：鹿児島市医師会病院　看護師長（認定看護師）　　　川　畑　さとみ�

鹿児島大学病院　副看護師長　　　　　　　　　　内　山　美　香

　　「在宅医療における意思決定支援」
� 講　師：医療法人平和会理事長・ひさまつクリニック院長　久　松　憲　明�

３．シンポジウム（15：00～16：20）
座　長：鹿児島市医師会病院　看護師長（認定看護師）　　　川　畑　さとみ�

鹿児島大学病院　副看護師長　　　　　　　　　　内　山　美　香�

　　「救急医療領域における看護倫理と意思決定支援」
　　〇事例発表①「18トリソミー児とその家族への支援」

社会福祉法人恩賜財団　済生会　川内病院　小児科看護師長　植　松　裕見子

　　〇事例発表②「高齢者の意思決定支援」
医療法人愛誠会　昭南病院　看護師　小　城　香　菜

� 助 言 者：○医師の立場から
	 医療法人平和会理事長・ひさまつクリニック院長　久　松　憲　明

	 	 ○臨床心理士の立場から
	 久留米大学医学部看護学科　在宅看護学講座　渡　邉　理　恵

	 	 ○医療ソーシャルワーカー・社会福祉士の立場から
	 社会医療法人緑泉会　米盛病院　永　吉　拓　也

４．閉　　会（16：20）
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�基　調　講　演� （14：05〜14：55）

座　長：鹿児島市医師会病院　看護師長（認定看護師）川　畑　さとみ�
鹿児島大学病院　副看護師長　内　山　美　香

テーマ：『在宅医療における意思決定支援』
【講　　師】医療法人平和会理事長・ひさまつクリニック
� 院長　久　松　憲　明

MEMO
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�シンポジウム� （15：00〜16：20）

座　長：鹿児島市医師会病院　看護師長（認定看護師）川　畑　さとみ�
鹿児島大学病院　副看護師長　内　山　美　香

テーマ『救急医療領域における看護倫理と意思決定支援』

　事例発表①「18トリソミー児とその家族への支援」
社会福祉法人恩賜財団　済生会　川内病院　小児科看護師長　植松裕見子

　事例発表②「高齢者の意思決定支援」
医療法人愛誠会　昭南病院　看護師　小城　香菜

　【助言者】医師の立場から� 医療法人平和会理事長・ひさまつクリニック院長　久松　憲明

　　　　　　臨床心理士の立場から� 久留米大学医学部看護学科　在宅看護学講座　渡邉　理恵

　　　　　　医療ソーシャルワーカー・社会福祉士の立場から
社会医療法人緑泉会　米盛病院　永吉　拓也

MEMO
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事例発表①
「18トリソミー児とその家族への支援」

社会福祉法人恩賜財団　済生会　川内病院　小児科看護師長　植松裕見子

　患児（以下Bちゃんと称す）は、妊娠31週で18トリソミーと診断された。その３日後、
Ａ病院で2013年11月15日に1264gで出生。５生日で心肺停止時の蘇生を行わない方針で自
宅に退院した。両親は、母親の実家で育児を行いＢちゃんの成長を感じていた。
　12月７日、Ｂちゃんが、初めて当院に救急搬送され入院した時、母親は現実に対する絶
望感や恐怖心から、無表情でＢちゃんに触ることも出来ない状態であった。その後、Ｂちゃ
んは、当院に無呼吸・急性肺炎にて救急搬送を６回繰り返し2014年３月３日に永眠された。
　両親は、入院を繰り返し、その度に重症化していくＢちゃんに対しての治療選択に戸惑
いが見られた為、家族の気持ちを大切にし、どの様な医療が最善なのかを一緒に検討し、
方向性を見出せるように意思決定支援を行った。訪問看護と連携し、両親が急変を予期し
ながらの生活に不安を抱え込まないようサポート体制を整えた。家族が懸命に生きている
Ｂちゃんとの時間を重ねていく事に幸せを感じられるように、Ｂちゃんや姉妹の写真を病
室に飾り成長を語り合った。家族との時間を作る事によってＢちゃんとしっかり向き合い
現実を受け止められる支援を行い、Ｂちゃんを看取る事ができた。
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事例発表②
「高齢者の意思決定支援」

医療法人愛誠会　昭南病院
看護師　小城　香菜、八木美智代、吉田小百合

　超高齢社会を迎え、医療・介護への需要者が増加し治療・療養に対する価値観や療養場
所の多様化等もあり、高齢者が終末期ケア（治療）に関する意思決定の機会は増加してい
る。しかし、加齢変化や認知症に対する理解不足や判断能力の低下により倫理的課題が生
じやすい。そのため、看護職が意思決定を支援する重要性はますます高まっている。高齢
者に特有な心身状態への配慮や、意思表出への支援、意思の確認、意思決定に影響を与え
る家族の存在への配慮が重要となってくる。
　当院は高齢化率約38％の曽於地域にあり、一次から二次救急医療を担っているが、救急
搬送される患者の約５割が80歳以上という背景からも意思決定支援を含めた倫理的場面に
遭遇する機会も少なくはない。
　胃がん末期で在宅での看取りを希望された90歳男性の事例では、外来通院でのフォロー
を行っていたが、いよいよ通院も困難な状況となり訪問看護の介入を開始していた。その
10日目にCPA状態となっているところを同居の長女が発見し、救急要請・CPR施行しなが
ら搬送された。病院到着後すぐに蘇生は中止、死亡確認となった。類似する事例は稀では
あるが発生していることをふまえ、高齢者の終末期ケアにおける意思決定支援をサポート
する看護師の役割・介入のあり方について検討した。
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第　３６　回　救　急　隊　員　部　会

参加費　：１，０００円（当日、受付にて徴収します。） 

《 演 者 へ の ご 注 意 》 

会 期 ：平成３０年９月１日（土） 14：00〜16：00

会 場 ：鹿 児 島 県 医 師 会 館  ４ 階 大ホール　

１．一般講演は、講演５分・討論３分でお願いします。

※終了１分前にベル１回、終了時にベルを２回鳴らします。発表時間を厳守してく

ださい。

２．１４：００までに受付並びに発表データの動作確認を済ませてください。

※発表データはＵＳＢでご持参ください。

３．講演時の使用機材は、Windows Power Point 2013 を使用します。

※発表データに動画が含まれる場合には予めデータを本会事務局（下記アドレス）

に提出していただくか、パソコンを持参ください。

　事務局 E-mail アドレス：isichiho@kagoshima.med.or.jp

※Mac を使用する場合はパソコンを持参してください。

４．発表時のパソコン（windows）は事務局のものを使用しますが、スライド操作（無

線マウスでのスライド操作）は演台上でご本人に実施していただきます。

５．次演者席を会場スクリーンに向かって左手前方に設けますので、順番になりました

ら着席をお願いします。

【　会　次　第　】

テーマ：「高齢社会におけるDNARへの対応について」

◆座　　　　長：	 南さつま市消防本部　今　村　彰　彦
	 薩摩川内市消防局　濱　田　　　浩

◆コメンテーター：	 パールランド病院　名誉院長　有　村　敏　明

◆助言者：在宅医の立場から
� ナカノ在宅医療クリニック　院長　中　野　一　司

　　　　　介護保険施設等の立場から
　　　　　　　　　　　社会福祉法人旭生会　在宅課長
　　　　　　　　	 有料老人ホーム縁側　管理者　中　村　純　也

◆シンポジスト：	 鹿児島市消防局　堀　口　大　輔
姶良市消防本部　松　永　政　臣
出水市消防本部　山　﨑　柾　也

指宿南九州消防組合消防本部　福　留　清　隆
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�シンポジウム

１）DNARの心肺停止２症例
鹿児島市消防局　警防課　高度救急隊　堀口　大輔

【はじめに】
　心肺停止の救急現場において、家族や医師等から傷病者の心肺蘇生拒否に関する意思表
示（DNAR）を示される事案が、鹿児島市においても発生している。今回、DNARの情報
がある傷病者を搬送しなかった症例と、搬送した症例の2例を経験したので報告する。

【症例】
①63歳男性、自宅で物音に気付いた家族が、倒れている夫を発見したもの。（不搬送事案）
②	74歳男性、老人ホーム入所者。巡回中の職員が心肺停止状態の傷病者を発見したもの。
（搬送事案）

【考察】
　救急業務は、医療機関等へ緊急に搬送する必要があるものを、傷病者が医師の管理下に
置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急手当や救命処置をしなが
ら搬送することであり、応急手当や救命処置をしないで搬送することは、そもそも緊急性
のない救急車の要請となり問題がある。したがって、DNAR心肺停止事案であっても、家
族等に対して救命処置を実施しながらでなければ搬送できないことを説明し、医療機関へ
心肺蘇生法を実施しながら搬送している。救急現場で対応する救急隊は、医師や家族等の
要望と本来の救急業務との板ばさみになり、苦慮している。このようなDNAR事案に対し、
救急隊が適切に対応できる体制の整備が課題である。
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２）当消防本部管内にて発生した、DNAR宣言のある傷病者の救急要請について
姶良市消防本部　松永　政臣

　姶良市消防本部は平成23年３月23日に市町村合併により誕生した姶良市の、消防救急
業務を担っており、救急隊は４隊、救急車は予備車も含め５台で救急業務を行っています。
姶良市誕生当時、人口約75,000人でしたが、全国で人口減少が進む中、地理的利便性等の
要因もあり、本年７月現在、人口77,348人と年々人口増加傾向にあります。
　それに伴い、救急件数は毎年右肩上がりとなっており、過去５年間で年平均にして約
70件の増加傾向にあり、平成29年中の出場件数は3,525件、うち約60件のCPA事案に出場
しております。
　今回、末期ガン緩和ケア外来通院中でDNAR宣言を行っている患者が、意識消失から
CPA陥ったことにより動揺した夫が、救急要請を行い現着した救急隊によってCPR及び除
細動を行い、緩和ケア通院中の医療機関へ搬送した事例を紹介します。
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３）�救急搬送後に家族からDNARの申し出があった症例
出水市消防本部　山﨑　柾也

　出水市消防本部管内では、高齢者の増加に伴い、高齢者福祉施設が増えている。
　また、今後も増加し、施設への救急出場も増加していくと考えられる。
　シンポジウムのテーマにもある、「高齢社会におけるDNARへの対応」を考える上で、
これらの高齢者福祉施設は切り離せないものである。
　現在、当消防本部の通信指令室及び救急隊において、通報時や救急現場で家族等に
DNARの聴取は行っておらず、CPR及び特定行為に対するインフォームドコンセントを行
い、救命処置を実施しながら搬送している。
　今回発表する症例は、同様の対応をしながら救急搬送したが、病院収容後に家族と施設
職員から、DNARの申し出があった症例である。
　今後、在宅医療の推進に伴い、このような症例は増加していく可能性がある。
現在の関係法令に基づいた救急活動では、対応に苦慮することが懸念され、法整備や統一
した基準等の必要性を感じているところである。
　他消防本部の取り組み等を伺いたい。
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４）�高齢化社会におけるDNARへの対応について
指宿南九州消防組合警防課　福留　清隆

　指宿南九州消防組合管内において、今年に入り２件のDNAR事案が発生し、当組合と管
内医療機関で今後のDNAR事案に対しての協議が行われております。また、社会福祉施設
においても協議中であり、今回は、当組合と医療機関及び社会福祉施設のDNAR取り組み
について発表させていただきます。
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�三部会合同シンポジウム� （16：40〜18：40）

テーマ：「�鹿児島PEEC�:�Psychiatric�Evaluation�
in�Emergency�Care」

【座　長】鹿児島県精神保健福祉センター　所　　　　長　竹之内　薫
　　　　　鹿児島大学病院　救命救急センター　副センター長　有嶋　拓郎

【シンポジスト】
鹿児島大学病院　神経科精神科� 﨑元　仁志
鹿児島大学病院　精神保健福祉士� 野村　瑞穂
鹿児島市立病院　救命救急センター� 山中　陽光
鹿児島女子短期大学　生活科学科　准教授� 松元理恵子
さつま町消防本部　救急救命士� 町野　栄光

【概要】
　救急医療機関には、自殺企図者を含め多彩な精神疾患併存もしくは既往患者が稀ならず
受診する。しかし、精神科医が迅速に介入できない施設が多く、身体的救急疾患を主体に
対応する現場の医師、看護師、ケースワーカー他、多職種職員はその対応に苦慮すること
が多いのが現状である。
　このような現状に対し、日本臨床救急医学会が「救急医療における精神症状評価と初期
診療講習会（Psychiatric	Evaluation	in	Emergency	Care:	PEECコース）」を立ち上げ、平
成24年より全国で展開している。PEEC講習会は精神科医がファシリテーターとなり、救
急医・看護師・ソーシャルワーカー・救急隊員・行政関係者など救急医療に携わる職員を
対象として開催されており、「精神科医の常駐していない救急医療機関」を想定し、精神
疾患を併存した患者が救急搬送されるモデルケースについて救急前救護、救急初期対応、
精神科医へのリエゾン等を学習するものである。このような現状を踏まえて各地でPEEC
講習会行われるようになっている。
　鹿児島県では、本年８月26日に第一回のPEEC講習会を開催する予定である。
　本シンポジウムでは、鹿児島PEEC発足から関与した医師、救急救命士、臨床心理士、
精神保健福祉士によって鹿児島PEECの概要と今後の展望に関して発表をする。
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MEMO



2016年12月作成

 

「効能・効果」「用法・用量」「警告・禁忌を含む使用上の注意」等の
詳細につきましては製品添付文書をご参照ください。

PCD72G004B

製造販売

<デクスメデトミジン塩酸塩>

α2作動性鎮静剤 劇薬、習慣性医薬品注1）、処方箋医薬品注2） 薬価基準収載

注1）注意－習慣性あり  注2）注意－医師等の処方箋により使用すること

Ⓡ登録商標 （オリオン・コーポレーション所有）



2016年8月作成

効能・効果、用法・用量及び使用上の注意等については
添付文書をご参照下さい。

処方箋医薬品 注意 － 医師等の処方箋により使用すること

薬価基準収載

サブラッド雑誌広告　A5横モノクロ（210×148）内側（180×120）





製造販売元

2018年3月作成

【効能・効果】、【用法・用量】、【用法・用量に関連する使用上の注意】、【警告・禁忌を含む使用上の
注意】等については、製品添付文書をご参照ください。

プレセデックス 　モノクロ品名広告・A4（H260×W175mm）

注１）注意‒習慣性あり
注２）注意‒医師等の処方箋により使用すること

薬価基準収載

®登録商標（オリオン・コーポレーション所有）

処方箋医薬品注2）







第５回　救急医療に関する教育セミナー
　　　時　間：10時00分～12時15分
　　　会　場：鹿児島県医師会館３階中ホール

ランチョンセミナー
　　　時　間：12時20分～13時30分
　　　会　場：鹿児島県医師会館４階大ホール

第84回　医師部会
　　　時　間：14時00分～16時10分
　　　会　場：鹿児島県医師会館３階中ホール１

第49回　看護部会
　　　時　間：14時00分～16時20分
　　　会　場：鹿児島県医師会館３階中ホール２

第36回　救急隊員部会
　　　時　間：14時00分～16時00分
　　　会　場：鹿児島県医師会館４階大ホール

三部会合同シンポジウム
　　　時　間：16時40分～18時40分
　　　会　場：鹿児島県医師会館４階大ホール

会期　平成30年９月１日（土）
会場　鹿児島県医師会館（鹿児島市中央町８番地１）

鹿児島救急医学会
鹿児島県医師会

鹿児島救急医学会学術集会
プ ロ グ ラ ム

鹿児島市中央町８－１
鹿児島県医師会館内
TEL（099）254-8121


