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第86回　医　師　部　会
日　時：令和元年 9 月 14 日（土）14 時～16 時
場　所：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 お 願 い 》

1.　演者は、本会会員であることを要します。

　　未加入の方は、至急、鹿児島救急医学会事務局（〒 890-0053 鹿児島市中央町 8 番地 1

　　TEL 099-254-8121）に入会手続きをお願いします。なお、本学会の年会費は、正会

　　員（医師）3,000 円、協力会員（医師以外の職種）1,000 円となっております。　

2.　一般講演は、講演７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。

3.　学会当日は、13 時 30 分までに 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 を御持参ください。

4.　発表時の使用機材は、Windows  Power  Point2016 を準備します。

　　ただし、Mac を使用する場合はパソコンを御持参ください。　

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。
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Ⅰ－２　意識障害を主訴に来院した肺血栓塞栓症の一例
今給黎総合病院救急科　才田幸一郎

Ⅱ－１　培養表皮移植を用いた広範囲熱傷治療
鹿児島市立病院　形成外科　碇元　佐和

Ⅱ－２　海浜での刺傷とその対応について
社会医療法人緑泉会　米盛病院　冨岡　譲二

Ⅱ－４　コイル塞栓術を施行した外傷性椎骨動脈損傷の３例
社会医療法人緑泉会　米盛病院　井上　泰豪

Ⅰ－１　火山版 HUG（避難所運営ゲーム）について
鹿児島大学医学部医学科　3 年　山下　七海

Ⅰ－４　ACE 阻害剤による舌浮腫が疑われた一例
社会医療法人緑泉会　米盛病院　冨岡　譲二

Ⅱ－３　心不全疑いで紹介された胃十二指腸動脈瘤破裂の一例
社会医療法人緑泉会　米盛病院　冨岡　譲二

Ⅱ－５　米盛病院メディカルラリー部の活動報告
社会医療法人緑泉会　米盛病院　倉田　秀明

Ⅰ－３　乳児期以降の「開腹歴のないイレウス」の臨床的特徴
鹿児島大学病院小児外科　矢野　圭輔

Ⅰ－５　鹿児島大学病院救命救急センターで経験した重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の症例分析
鹿児島大学病院救命救急センター　政所祐太郎

Ⅰ－６　ROSCまで長時間を要したにもかかわらず、PCPS導入により良好な転帰を得た難治性VFの1例
鹿児島大学病院救命救急センター　大川　大輔

座　長：鹿児島医療センター　救急科　部長　田中　秀樹

座　長：鹿児島市立病院　救急科　医長　上村　吉生

Ⅰ群

Ⅱ群
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Ⅰ－１　火山版 HUG（避難所運営ゲーム）について

鹿児島大学医学部医学科　3 年　〇山下　七海
指導者：鹿児島大学地域医療学分野　網谷真理恵、大脇　哲洋

鹿児島大学国際離島医学分野　指宿　りえ、嶽崎　俊郎

【背景目的】
　鹿児島県は市街地に活火山が隣接している県であるが、桜島の麓にすむ市民と薩摩半島側

の市民とでは噴火時の避難に対する意識が大きく異なる。大正噴火レベルの災害が発生した

時の被害の大きさや避難方法をほとんど知らない状況である。これらを子どもから高齢者ま

でわかりやすく学ぶ方法の一つとしてHUG（避難所運営ゲーム）が検討されている。桜島

火山版HUGの作成について取材し、鹿児島市の防災体制について問題を提起する。

【方法】
　7月10日鹿児島大学医学部看護学基幹看護学講座教授　松成裕子先生にHUGについてのお

話を伺い、7月23日郡元区地域防災センターにて第5回火山版HUG作成会合に参加させてい

ただいた。

【結果】
　火山版HUGは避難所の運営を机上体験することで災害が起こったときの流れを確認し備

蓄の重要性を認識してもらうこと、これを後世に伝えていくことを目的としている。また、

避難所を開設する行政側も現在の防災政策の不備、付け加えるべきものを再確認できる。ゲ

ームの内容は噴火前の事前避難6人から始まり、次々と避難してくる約250名の避難者を体

育館に配置していき、時系列に沿って起こる様々なトラブルカード40枚にも対処しながら避

難所運営をするものである。

　HUG作成ワーキンググループには市の職員、医師、看護師、栄養士、災害医療コーディ

ネーターなど他職種の専門家が参加し意見を交換しながら避難者の背景、避難所の設備問

題・救援物資の量や届くタイミングなどを現在の被災時の課題を盛り込みながら設定してい

た。

【考察】
　火山版HUGが完成し防災教育に取り入れる場合、より多くの市民に周知させる方法を考

えた。小学校4年生以上の対象で作成されているため小学校等の教育機関と協力して防災教

育の授業の一環としてゲームを取り入れてもらい、PTA行事の一つにするなどして親世代に

も参加の機会をつくる。さらに町内会とも連携して地域住民・行政が関わり合い、自分が住

む地域の避難所について構造・設備を学び災害発生時の避難の流れを日頃から確認できるよ

うにする。

一　般　講　演

Ⅰ群
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Ⅰ－２　意識障害を主訴に来院した肺血栓塞栓症の一例
今給黎総合病院救急科　〇才田幸一郎・西山　淳

【はじめに】
　急性発症の肺血栓塞栓症は致命的な疾患であり迅速な診断と治療が重要である。臨床症状

として自覚的には呼吸困難や胸痛が、他覚的には過呼吸や頻脈が多くみられるが、それらの

訴えがない場合や基礎疾患により症状がマスクされたり、血栓の融解により病像が大きく変

化することで診断を困難にする。今回、意識障害を主訴に救急搬送された肺血栓梗塞症例を

経験したので報告する。

【症例】
　83歳、女性。既往に高血圧症がある。自宅の台所に倒れているところを訪問した弟に発見

され救急要請、当院搬入となった。来院時、意識レベルⅠ‐1、血圧184/112mmHg、脈拍

90/分、呼吸回数18/分、SpO2 : 92%(ルームエアー；RA)であった。心電図で右心負荷所見

は認めず、血液検査においてD-dimer＞60μg/ml、動脈血ガス分析(RA)においてPH7.512、

PaCO2：30.1mmHg、PaO2 : 53.3 mmHg 、心エコー検査ではRV asynergyであったこ

とから肺血栓塞栓症を疑い、造影CTを行ったところ右肺動脈上葉主体の肺動脈塞栓および

右下肢DVTを認めた。このことから肺血栓塞栓症と診断し直ちにヘパリンおよびワルファリ

ン投与による抗凝固療法を開始した。第10病日には心エコー検査ではRV asynergy範囲の

縮小、下肢エコーでは血栓の縮小を認めた。第23病日D-dimer：2.26μg/mlと改善を認め、

第27病日リハビリを目的に転院となった。

【考察】
　肺血栓塞栓症の患者が失神する頻度は14〜27％と報告されている。また失神した肺血栓

塞栓症患者の心エコー検査では右心不全や心拍出量が低下した患者は稀であるとの報告もあ

る。これは迷走神経刺激による徐脈と交感神経抑制による末梢血管が原因の反射性失神を主

体とするもので、心肺機能の予備能が乏しい高齢者に多く認められるとされている。意識障

害を呈する高齢者においてはエコー検査やD-dimer測定を行うことで肺血栓塞栓症を念頭に

置いたアプローチを心掛ける必要があり、肺血栓塞栓症の早期の診断と治療に有用である。
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Ⅰ－３　乳児期以降の「開腹歴のないイレウス」の臨床的特徴
鹿児島大学病院小児外科　〇矢野圭輔

野間口一輝、大西　峻、永井太一朗、春松敏夫、山田耕嗣、松久保眞、武藤　充
加治　建、家入里志

【目的】
　症状の訴えが分かりにくく検査に制限がつきやすい小児患者においては、開腹歴のないイ

レウスの原因疾患の特定は時に困難である。診断と治療介入が遅れると生命を脅かす事態を

招くこともあり注意を要する。今回、当科での経験症例を後方視的に検討することにより、

小児における開腹歴のないイレウスの臨床的特徴を考察する。

【対象と方法】
　2008年4月〜2019年3月までの期間に当科でイレウスと診断し、手術を施行した乳児期以

降の症例のうち、イレウス診断時に開腹手術既往のない症例を抽出し後方視的に比較検討し

た。なお、新生児症例は除外した。

【結果】
　55例に対し手術を施行した。平均年齢は3.5歳、男女比は35：20であった。初発症状は、

嘔吐が29例、腹痛が16例、腹部膨満が6例にみられた。診断のための検査として注腸造影が

23例、腹部エコーが17例に行われた。診断は腸重積が31例、腸回転異常症が7例、メッケル

憩室が５例、内ヘルニアが３例、その他が9例であった。急性期の死亡症例はなかった。

【結論】
　乳児期以降の開腹歴のないイレウス症例の多くは手術を要し、早期の治療介入により良好

な予後が得られる。小児外科関連施設への早期の患者搬送が重要と考えられた。
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Ⅰ－４　ACE 阻害剤による舌浮腫が疑われた一例

社会医療法人緑泉会　米盛病院　冨岡　譲二

【症例】
　68歳女性

【主訴】
　舌が腫れて唾液が飲み込みづらい

【現病歴】
　近医で高血圧に対しシラザプリルの処方を受けている患者。X-1日、腰痛のため整形外科

を受診、アセトアミノフェン製剤を処方された。同日海産物を喫食、X日朝にグルコサミン

製剤を服用したところ、舌の違和感が出現、その後急激に舌が腫張して唾液の嚥下もできな

くなったため当院救急外来を受診した。

【来院時現症と経過】
　自力歩行で受診。舌は著明に腫大していたが呼吸は可能であった。現病歴から食餌性のア

レルギーを考慮したが、全身の紅潮や発疹はなかった。詳細に問診を行ったところ、ACE阻

害剤の服用歴が明らかになり、ACE阻害剤による血管浮腫を考え、グリチルリチン酸製剤・

トラネキサム酸製剤を経静脈的に投与したところ舌浮腫は速やかに消退、受診から2時間で

完全に消失した。

【考察】
　ACE阻害剤による血管浮腫の出現は比較的まれとされているが、舌浮腫や喉頭浮腫を起こ

した場合、気道緊急となる可能性がある。治療はエピネフリン、抗ヒスタミン剤、ステロイ

ド等が有効とされているが、気管挿管や外科的気道確保が必要となった例も報告されている。

ACE阻害剤は降圧剤として広く用いられているが、本症例のように気道閉塞を起こす可能性

があることは広く認識されるべきであると考える。
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Ⅰ－５　鹿児島大学病院救命救急センターで経験した重症熱性血小板減少
　　　　症候群（SFTS）の症例分析

〇政所祐太郎 ¹ , 上國料千夏 ² , 山下翔太 ¹ , 白石一光 ¹ , 新門翠 ¹ , 
江口智洋 ¹ , 寺田晋作 ¹ , 二木貴弘 ¹ , 古別府裕明 ¹ ,

新山修平 ¹ , 安田智嗣 ¹ , 垣花泰之 ¹ ² ,
 1：鹿児島大学病院救命救急センター　2：鹿児島大学医歯学総合研究科 救急集中治療医学分野  

【背景】
　重症熱性血小板減少症候群（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, 

SFTS）は、2013年1月に本邦で初めての患者が報告されて以降、西日本を中心に感染者数

が年々増加しているマダニを媒介としたウイルス性出血熱の一種である。当院救命救急セン

ターでは、2013年4月に初めての患者を受け入れて以降、2019年7月までの間に16名の患

者を経験した。

【目的】
　当院で体験した16症例の患者背景、臨床経過、診療方針の変遷を報告する。

【方法】
　本研究は、2013年4月〜2019年7月の期間にSFTSと診断され救命救急センターに入室し

た患者16名を対象とし、診療録より患者背景（年齢・性別・所在地）・臨床検査データ（白

血球・血小板・白血球分画・CK・LDH・フェリチン・血球貪食像の有無）・転帰・治療法

（CHDF施行の有無・血漿交換施行の有無・IVIG使用の有無・ステロイド使用の有無）、合

併症に関するデータを抽出し解析した。（180209疫・改１）

【結果】
　16症例の内訳は、男性8名、女性８名。年齢の中央値は76.5(58.3-81.0)歳。うち死亡6

名(37.5%)、生存10名(62.5%)。死亡症例の年齢の中央値は82.5(75.5-85.0)歳であり、80

代以上の死亡率は66.7%であった。施行した治療の内訳として、CHDF施行7症例(43.4%)、

DFPP(二重濾過血漿交換)施行2症例(6%)、IVIG使用8症例(50%)、ステロイド使用11症例

(68.8%)という結果であった。発熱から死亡までの日数の中央値は9.5(7.0-13.3)日。生存症

例において血小板数が10万に回復するまでに要した日数の中央値は13(9.8-15.0)日。死亡例

は全例SFTS以外の細菌感染症、真菌感染症が合併しており、生存例においては感染症の合

併は１例のみであった。

【結論】
　現在、SFTSVに対して有効性が確立している治療はないため、予防・早期発見と各々の

対症療法を適切なタイミングで施行することが重要である。
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Ⅰ－６　ROSC まで長時間を要したにもかかわらず、PCPS 導入により
　　　　良好な転帰を得た難治性 VF の 1 例

鹿児島大学病院救命救急センター　　〇大川大輔
下野謙慎、安田智嗣、江口智洋、政所祐太郎、寺田晋作、古別府裕明、新門　翠

牧野沙耶、上國料千夏、新山修平、垣花泰之

【背景】
　現在、本邦における院外CPA件数は年間12万件にも及び、目撃のあるCPAであっても1か

月後の生存率は13.3%、社会復帰率は8.7%と低いままである。一般にCPA患者においては、

心停止から自己心拍再開(ROSC)までの時間が長くなるほど生存率及び社会復帰率は低下し

ていき、特にROSCまでが25分を超えるとこれらは格段に低下すると言われている。

　今回、心停止からPCPS導入までに1時間43分、ROSCまでに2時間１分と長時間を要しな

がら、適切なCPRの継続と搬入後のスムーズなPCPSの導入により、神経学的予後良好で退

院できた症例を経験したので報告する。

【症例】
　 5 9 歳、男性。自宅で胸痛を訴えた後に意識消失したため家族が救急要請を行った。その

後バイスタンダーCPRが施行され、PCPS導入目的に当院へ救急搬送された(搬送距離約

1 7 km)。当院搬入時の初期波形はVFで、CPR継続しつつPCPSを導入した。冠動脈造影の

結果、急性心筋梗塞と診断され、カテーテル治療・IABP導入後にICU入室となった。心機

能は徐々に改善を認め、入室7日目にPCPSを離脱し、入室10日目にIABPも抜去された。

　入室11日目に人工呼吸器を離脱し、入室16日目にICU退室となった。

【結論】
　本症例では、搬送時間が短い近隣病院ではなく、PCPSを施行できる施設を選択したこと

が、結果的に早期治療介入へと繋がり、予後を改善し得たと思われる。
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Ⅱ群

Ⅱ－１　培養表皮移植を用いた広範囲熱傷治療
　　　〇碇元佐和 ¹ , 立津朝成 ¹ , 堀米迪生 ¹ , 本間健人 ¹ , 猪原康司 ¹ , 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  森岡康祐 ¹ , 吉原秀明 ²    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1：鹿児島市立病院　形成外科　2：鹿児島市立病院　救急科

　

【はじめに】
　自家培養表皮JACEⓇは、患者自身の皮膚から製造する移植用の表皮細胞シートである。

2009年1月に保険収載されて以降、熱傷に対して新たな治療法を提供している。自家培養表

皮の使用は、受傷面積として深達性II度熱傷及びIII度熱傷の合計が体表の30% 以上という広

範囲熱傷患者が対象である。今回われわれは2例のJACEⓇを用いた広範囲熱傷を経験したた

め報告する。 

【症例・方法】
　［症例1］35歳、男性。作業中の引火爆発により、両下腿及び右前腕を中心に33% total 

burn surface area（以下TBSA）の火焔熱傷を受傷した。第3病日にデブリードマン、人工

真皮貼付及びJACEⓇ作成のための皮膚採取を行い、第23病日に6倍網状植皮とJACEⓇ移植

を施行した。第62病日に2回目の植皮とJACEⓇ移植を施行した。

　［症例2］37歳、女性。ガスコンロの火が髪に燃え移り、上半身に散在するIII度36% 

TBSAの火焔熱傷を受傷した。受傷日に両上肢の減張切開と前胸部及び背部にはデブリード

マンと分層植皮術及びJACEⓇ作成のための採皮を行い, 第24病日に前胸部及び両上肢に6倍

網状植皮とJACEⓇ移植術を施行した。

【結果】
　症例1は69病日で、症例 2は64病日で創閉鎖し, それぞれ転院及び自宅退院となった。培養表皮

移植部位の拘縮は、通常の網状植皮のみを行った場合に比較して軽度である印象が持たれた。  

【考察】
　真皮成分を欠く創面での培養表皮の生着は不可能であることが知られている。そのため真

皮が存在しない全層皮膚欠損創に対しては、あらかじめ真皮成分を含めた移植床の作成が必

須である。今回は、JACEⓇに先んじて人工真皮移植を行い、移植床を作成し、JACEⓇ移植

時に併せて高倍率の網状植皮（ハイブリット植皮）を行なったことが生着した要因であった

と考える。またJACEⓇの使用は上皮化を促進し、創閉鎖を早めるとも言われている。創閉

鎖を早め重症熱傷の全身状態を改善し、敗血症発症率の低下、ひいては救命率の向上につな

がるものと考えられる。



− 10−

Ⅱ－２　海浜での刺傷とその対応について

社会医療法人緑泉会　米盛病院　冨岡　譲二

【緒言】
　マリンスポーツや釣りなどに関連する刺傷は、救急外来で遭遇する頻度が高いが、正しい

処置についてはあまり知られていない。本報告では刺傷2例を供覧し、対応について文献的

に考察する。

【症例1：42歳男性】
　砂浜で柔らかい物体を踏み、激しい痛みを感じたため近医受診。クラゲ刺傷を疑われ、ス

テロイドとNSAIDSを投与されたが痛みが治まらず救急車で転送となった。

　来院時、足底に軽度の発赤を伴う刺傷を認め、患者は激痛のため叫び声を上げていた。魚

刺傷を疑い、45度のお湯で足浴を行ったところ、疼痛は瞬時に軽快した。

【症例2　21歳男性】
　釣り針が左第2指に刺さり受診。ストリング・ヤンク法で釣り針を抜去し帰宅となった。

【考察】
　海洋生物による刺傷は、創部の特徴を知っておけば鑑別は難しくない。症例1の場合、ク

ラゲ刺傷でみられる鎖状の水疱が見られないため魚刺傷と診断した。

　刺胞を持つ生物や魚による刺傷は、毒成分が高温で失活するため、45-50度程度のお湯に

漬けるとほとんどの場合痛みは軽減あるいは消失する。（Wilderness & Environmental 

Medicine　2015；26：422-429）

　釣り針の刺傷については、「返し」を皮膚の外に押し出して切断する”Advanced and 

Cut Technique”が広く行われてきたが、太めの糸を掛けて引っ張る” String-Yank 

Technique”は、痛みも少なく、創部の損傷も少ない。（Am Fam Physician. 2001 Jun 

1 ; 63 (11) : 2231-2237）

　また、最近では、クラゲ刺傷と納豆アレルギーの関連が大きなトピックスになっている。

（Allergol Int. 2018 Jul ; 67(3) : 341-346）

本県は海に囲まれており、救急医療関係者はこのような海浜での刺傷についての知識を持つ

ことが重要と思われる。
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Ⅱ－３　心不全疑いで紹介された胃十二指腸動脈瘤破裂の一例

社会医療法人緑泉会　米盛病院　冨岡　譲二

【症例】
　83歳女性、座位になったところ胸痛と動悸を自覚。施設の顧問医が診察したところ、血圧

70/50、心拍数100。12誘導心電図で洞性頻脈と上室性期外収縮を認め、心不全疑いで当院

に紹介となった。

　来院時血圧　79/55mmHg　脈拍　117回／分。12誘導心電図では、頻脈を認めたが、

明らかな虚血のサインはなかった。

　来院後、大量の黒色便の排便があったため、消化管出血による循環血液量減少性により頻

脈・低血圧になった可能性が高いと判断、輸液・輸血を開始したところバイタルサインは安

定。上部消化管内視鏡を行ったところ、十二指腸から大量の血液が逆流。内視鏡での止血を

試みたが、大量の出血のため視野を得ることが困難であった。血管撮影で胃十二指腸動脈か

らジェット状の血管内治療を認め、コイルを用いて塞栓を行ったところ血圧は速やかに上

昇・安定。その後は再出血を生じることはなく、十二指腸壊死や狭窄も合併せずに、X＋26

日に退院となった。

【考察】
　高齢者の消化管出血は吐血・下血といった派手な症状を呈さず、貧血や循環血液量減少か

ら、「なんとなく元気がない」「めまいがする」「動悸がする」「息切れがする」といった

不定愁訴で救急外来を受診することがあり、注意が必要である。

　本症例の経過は過去に報告された胃十二指腸動脈瘤破裂の症例（日本消化器内視鏡学会雑

誌 Vol. 57（12））とほぼ同じであり、胃十二指腸動脈瘤の十二指腸穿破であった可能性が

高いと思われた。止血のための手術も検討したが、全身状態が不安定なため、最終的にIVR

での止血を行った。前述の文献でも、10例中、動脈塞栓術で治癒した症例が4 例、塞栓術後

手術を要した症例が2例、最初から手術を行った症例が2例、不明1例となっており、状況に

よってはIVRによる止血を第一選択としていいと思われる。
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Ⅱ－４　コイル塞栓術を施行した外傷性椎骨動脈損傷の３例

社会医療法人緑泉会　米盛病院　井上　泰豪

　脊椎外傷は全国的にも限られた施設への集約化が図られているが、当院も脊椎外傷を地域

中核病院として受け入れている。その中で、2018年12月から2019年3月の短期間で搬送さ

れた頚椎外傷患者のうち、椎骨動脈損傷を3例認めた。いずれもCTで横突孔に関わる骨傷を

認め、MRI/Aにて椎骨動脈損傷を確認した。

　いずれも順行性血流は途絶しており、1例はparavertebral venous plexusに直接流出す

る動静脈瘻を認めた。全例、脳梗塞発症防止のために受傷後急性期に損傷部位近傍で母血管

閉塞術を含むコイル塞栓術を施行した。

　術後、新たな神経脱落症状が出現することなく、その後の脊椎加療を安全に行うことがで

きた。頚椎外傷に合併する椎骨動脈損傷は血流再開通時に重篤な脳梗塞を発症する可能性が

あり、予防的治療を要する。この連続3例につき文献的考察とともに報告する。 



− 13−

Ⅱ－５　米盛病院メディカルラリー部の活動報告

社会医療法人緑泉会　米盛病院　倉田　秀明

　米盛病院では、2015年より「米盛メディカルラリー部」を発足し、活動を行ってきた。

活動内容は、定期的な救急に関連する訓練、勉強会の実施、全国のメディカルラリー大会へ

の出場を行ってきた。

　大会へは、鹿児島県内の救急隊と共に訓練を行い、大会に出場してきた。

　活動目的は

　　① 救急に関連する各種コース（BLS/ACLS、MCLS、PSLS/PCEC、DMAT/JMAT、

　　　 PEECなど）をoff-the-jobとして経験し、院内の救急医療のレベルアップに貢献する

　　② 病院スタッフの救急に対するモチベーションをあげる　

　　③ 地域の救急隊と訓練を行い、大会に参加することによって連携を深め、お互いの職種  

　　　 間の知識を深める　

　ことを目的としてきた。

　これまでに出場した大会は以下の通りである。

　　第２回 奈良メディカルラリー大会

　　第３回 奈良メディカルラリー大会（さつま町消防と出場）

　　第４回 奈良メディカルラリー大会（日置消防と出場）

　　第１回 熊本メディカルラリー大会（鹿児島市消防、鹿児島生協病院と出場）

　　第２回 熊本メディカルラリー大会（大隈曽於消防と出場）

　　第10回 福岡メディカルラリー大会（鹿児島市消防、豊島病院と出場）

　　第13回 さぬきメディカルラリー大会

　2019年7月12日には、当院主催による勉強会の一環として米盛メディカルラリーを開催し、

鹿児島県内の多数医療機関、消防スタッフにご参加いただいた。

　これまでのメディカラルラリー部の活動内容、実績等を含め今後の展望を報告する
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第50回　看　護　部　会
日　時：令和元年 9 月 14 日（土）14 時 ～16 時
場　所：鹿児島県医師会館　3 階中ホール 1
参加費：1,000 円（当日、受付にて徴収します）

１.　開会・オリエンテーション・あいさつ（14：00 ～ 14：10）

２.　一般演題（14：10 ～ 14：50）

　　　　　座　長：霧島市立医師会医療センター　毎床　義博　
　　　　　　　　　昭南病院　　　　　　　　　　小城　香菜	
　　　　　時　間：発表 7分、質疑 3分

　　　　　		①「人工呼吸器管理に関するスタッフへの教育に対する取り組みと今後の課題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会医療法人　青雲会　青雲会病院　兒玉　由佳
　　　　　		②「ハイブリッドER（以下HB-ER）での緊急手術に対するER看護師教育の実践について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会医療法人緑泉会　米盛病院　堀之内千夏子
　　　　						③「外来看護師における夜間時の緊急内視鏡の現状と今後の課題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会医療法人恒心会　恒心会おぐら病院　前原　利和
３.　シンポジウム（15：00 ～ 16：00）

　　　　　テーマ「原子力災害訓練を経験して」

　　　　　座　長：川内市医師会立市民病院　　　平　　順幸
　　　　		　　　　		鹿児島市医師会病院　　　　　川畑さとみ
　　　　　報告者：鹿児島市立病院　看護部　　　柿田　鮎乃
　　　　　シンポジスト：鹿児島大学病院　B2病棟副師長　　　　　		白橋　有人　　
　　　　　　　　　　　　社会医療法人緑泉会　米盛病院　看護師長　神田ゆかり
　　　　　　　　　　　　済生会川内病院　看護師長　　　　　　　　下舞　佳美　
　　　　　　　　　　　　川内市医師会立市民病院　看護師長　　　　平　　順幸
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一　般　演　題　　　　　　　　　　　　　　　　　　

座　長：霧島市立医師会医療センター　毎　床　義　博　
　　　　  昭南病院　　　　　　　　　　小　城　香　菜 

① 「人工呼吸器管理に関するスタッフへの教育に対する取り組みと今後の課題」
社会医療法人　青雲会　青雲会病院　兒玉　由佳

③「外来看護師における夜間時の緊急内視鏡の現状と今後の課題」
社会医療法人恒心会　恒心会おぐら病院　前原　利和

② 「ハイブリッドER(以下HB-ER)での緊急手術に対するER看護師教育の実践について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　   社会医療法人緑泉会　米盛病院　堀之内千夏子

演　題

MEMO
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演　題　①
「人工呼吸器管理に関するスタッフへの教育に対する取り組みと今後の課題」

社会医療法人　青雲会　青雲会病院　〇兒玉由佳・木下麻美・川嶋百々子

【はじめに】
　急性期病院である当院では、人工呼吸器管理となる患者も多い。しかし、混合病棟である

当病棟では、様々な疾患や処置に対する多くの知識が必要とされ、なかなか1つの分野に集

中して教育、指導をすることが困難な状況である。当院では、今年9月に人工呼吸器の機種

が変更になる事が決まっている。

　そこで、スタッフの苦手意識の強い人工呼吸器に関する勉強会を実施することで、新しい

機種へスムーズに移行できるように、スタッフの知識の向上に取り組んだため、ここに報告

する。

【方法】
　1）平成31年3月から令和元年6月にかけてスタッフ26名に対して、人工呼吸器に関するテ

　　　ストを3回実施し、人工呼吸器に対する理解度を把握した。　　

　2）テスト後、4月・5月・6月に病棟勉強会を実施した。

　3）スタッフ26名に対してアンケートを実施した。

【結果】　
　1回目のテストで平均34.6点

　1回目の勉強会は、業務内にナースステーションで行い参加率は低かった。

　2回目のテストで平均54.6点

　2回目の勉強会は、大会議室で開催し当日休みのスタッフも参加し参加率は高かった。

　3回目のテストで平均79.0点

　3回目のテスト終了時に今後の課題に関するアンケートを実施したところ様々な意見が聞

　かれた。その中でも実際の症例を通して、人工呼吸器の設定について学びたいという意見

　が多く、3回目の勉強会では、テストに出題した人工呼吸器の設定に関する問題を実際の

　症例を用いて学習した。

【考察】
　1回目のテストでは、経験年数に関わらず、人工呼吸器に対する苦手意識からくる知識不

足が伺えた。また、1回目の勉強会は、勤務内にナースステーションで実施したため、集中

して学べる環境ではなかった。

　2回目の勉強会は、時間外に会議室で開催したところ、参加率が増え、実際に講義を聴く

ことで、人工呼吸器に関する基本的な設定や看護について同じ内容を繰り返し行い、理解が

深まった。また、スタッフの理解度をテスト形式で数値化することで、スタッフの関心が高

まり、知識が向上し、2・3回目のテストの平均点向上につながったと考える。

　今後の課題として、実際のさまざまな症例に対応することが出来る知識が必要であるため、

症例を用いた勉強会を、今後も継続して実施していく必要があると考える。
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演　題　②
「ハイブリッド ER( 以下 HB-ER) での緊急手術に対する ER 看護師教育の実践について」

社会医療法人緑泉会　米盛病院　ER　

○堀之内千夏子・鉾之原采佳・坂上由佳・宮内梨奈子・山之内千絵

【はじめに】
　当院は、外傷でのPTD（防ぎ得た外傷死）を防ぐため現場へ赴く医療活動（ドクターカ

ー・補完ヘリ）、現場から医療を開始する事を行っている。外傷センターではHB-ERを完備

しており、検査・診断・治療（手術）がHB-ERで完結できるようになった。これまで緊急

手術時は手術室看護師がERへ派遣され（夜間はオンコール）器械展開・直接介助・終了後

の器材片付けを行っていた。昨今、当院の定期手術件数の増加により手術室看護師の派遣が

困難となること、夜間のHB-ERでの緊急手術の開始（HB-ERへ入室から確定診断・OPE開

始）にオンコール看護師が間に合わないこともあり、ER看護師が緊急手術に対する準備・

直接介助などの一連の業務を実施できる様、教育プログラムを作成、直接介助看護師を1名

から4名に増員できたためここに報告する。

【方法】
　ID学習（認知的徒弟制度モデル）を元にスタッフ教育マニュアル作成・OPE実践教育

【結果】　
　今回計画を立てID学習（認知的徒弟制度モデルを活用）を元にスタッフ教育を実践し直接

介助Nsを1名から4名に増員する事ができた

手術室スタッフが対応できない場合でもER看護師での対応が可能となった

【考察】
　手術室経験者・ATOMコース受講者の意見を元にID学習プログラムを作成し、外傷にお

ける緊急手術の手技、治療方針などの知識・技術など統一した流れを理解することで緊急時

の対応がスムーズに実践でき直接介助看護師の増員ができ、自立者が4名となりER看護師で

の対応も可能と考えたが、4名だけでは日中夜対応が困難という課題が残り、教育を継続す

るとともにプログラムの追加・修正・マニュアルの構築が必要であると考える。
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演　題　③
「外来看護師における夜間時の緊急内視鏡の現状と今後の課題」

社会医療法人　恒心会おぐら病院　外来　前原　利和

【はじめに】
　当院は病床数216床を有する大隅地域の一般急性期病院であり、年間救急搬送患者数は約

800件である。夜間は医師1名、看護師1名で対応しており看護師は診察介助、電話対応、受

付業務など多種多様な業務を1人で行っている。鹿屋市は夜間、消化管出血の輪番制があり

月曜、金曜が当院の当番日であるが、人員上内視鏡のオンコール体制を取れておらず外来当

直看護師が緊急内視鏡検査の対応をしている状況である。常に内視鏡業務に従事していない

スタッフは不安を抱えており、現状調査したのでここに報告する。

【方法】
　夜間当直を行う看護師13名に看護師経験年数と外来経験年数、緊急内視鏡業務に伴う準備、

処置手技に関して4段階評価とし無記名でのアンケート調査を行った。

【倫理的配慮】
　調査内容の目的、不利益を受けない権利について書面に記載し同意を得た。

【結果】　
　看護師経験年数平均23.5年　外来経験平均5.9年であった。

　緊急内視鏡を行う為の準備に関する項目4項目は不安があるができる、指導があればでき

る、できないと一人でできる以外の回答は56％。止血術関連の9項目では68％、イレウス関

連では82％、異物除去では62％であった。

【考察】
　外来看護師の経験平均年数は23.5年で経験豊富である。しかし、内視鏡業務未経験であっ

たり、専門分野での技術習得に時間もかかり緊急処置も頻回でないため未経験な手技もある。

その中、1人体制での当直業務であるため不安がより増大してしまう。

　ラザルスは「対応する力に欠けているという自覚は脅威を増大させる」と述べている。

　自信のなさや消化管出血で搬送されても経験のない手技に遭遇する事態が起こる不安は経

験年数とは関係なくストレスに感じてしまう。経験を積むことが不安の解消、自信にも繋が

るが人員上、ローテーションで内視鏡業務に従事させるのは現状困難である。今回の調査で

不安内容が明確になり、今後の課題として消化管出血当番日の内視鏡技師のオンコール体制、

内視鏡分野学習会の検討などが考えられる。
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シンポジウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

座　長：川内市医師会立市民病院　　　平　　　順　幸
　　　　鹿児島市医師会病院　　　　　川　畑　さとみ

報 　 告 　 者：鹿児島市立病院　看護部　　　　　　　　　　柿　田　鮎　乃　
シンポジスト：鹿児島大学病院　Ｂ２病棟副師長　　　　　　 白　橋　有　人
　　　　　　　　社会医療法人緑泉会　米盛病院　看護師長　　神　田　ゆかり
　　　　　　　　済生会川内病院　看護師長　　　　　　　　  下　舞　佳　美
　　　　　　　　川内市医師会立市民病院　看護師長　　　　　平　　　順　幸

テーマ：『原子力災害訓練を経験して』

MEMO
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〈 報告 〉
 当院における原子力災害への取り組み

〇柿田鮎乃 ¹ 永尾香織 ¹ 福森彩加 ¹ 
貴島佳代（がん放射線療法看護認定看護師）¹ 

山中陽光 ² 高間辰雄 ²　吉原秀明 ²　
1：鹿児島市立病院　看護部　2：鹿児島市立病院　救急科　

【はじめに】
　現在、日本で稼働している原子力発電所は５ヶ所あり、そのうちの一つである川内原子力

発電所から30kmのUrgent Protective action planning Zone(=UPZ)内には約20万人が

居住し、原子力災害時、大規模な避難や災害医療体制が展開される可能性がある。しかしな

がら、当県を含めた４府県では、「一般災害での基幹災害拠点病院」＝「原子力災害拠点病

院」という図式ではなく、実災害で効率的な活動ができない可能性がある。当院は県基幹災

害拠点病院ではあるが、原子力災害拠点病院ではないため、原子力災害に関しての院内理解

度が低く、災害発生時は混乱をきたす可能性があった。

　今回、我々は当院における原子力災害医療をリーディングする人材を育成すべく、種々の

訓練参加を開始したので、その取り組みを報告する。

【活動内容】
　平成30年11月より訓練参加を開始した。参加者はDMAT隊員を含めた４名を中心に「原

子力安全研究協会　原子力災害時医療研修」「鹿児島県　原子力防災訓練」「鹿児島県　被

曝講習会」「鹿児島県　原子力災害医療研修」「産業医大　大規模災害対応講習会」への参

加を行った。

【考察】
　原子力災害医療では、放射線の基礎知識、災害時のスキームの理解、放射線防御具着用、

線量測定といった一般災害とは異なる特殊な知識と技術が求められる。DMAT等と比較し開

催される訓練や講習会も少なく、教育内容も体系化されていないため、当院としてはまず原

子力災害のスペシャリストを養成し、次いで院内スタッフの原子力災害知識の現状把握を行

い、養成されたスタッフにより院内スタッフの知識・技術の向上と普及を行なっていくこと

とした。今後も訓練を継続し、年内には放射線災害対応チームの立ち上げを目指したい。



− 21−

第37回　救　急　隊　員　部　会
日　時：令和元年 9 月 14 日（土）14 時～16 時
場　所：鹿児島県医師会館　4 階大ホール
参加費：1,000 円（当日、受付にて徴収します）

　　　　　　　　　　　　 　【　会　次　第　】

テーマ：『外傷プロトコールの導入に伴う今後の取り組みについて』

鹿児島市消防局　　田　上　　　裕
枕崎市消防本部　　田　畑　幸　作

鹿児島救急医学会副会長・パールランド病院名誉院長　　有　村　敏　明
鹿児島救急医学会副会長・鹿児島市立病院救命救急センター長　　吉　原　秀　明

日置市消防本部　　藏　薗　健一郎
垂水市消防本部　　港　　　浩　久

さつま町消防本部　　河　野　秀　樹
熊毛地区消防組合　　中　里　孝　二

◆座　　　　　長：

◆コメンテーター：

◆シンポジスト：
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1）「外傷プロトコール」の取組みについて
日置市消防本部　藏薗　健一郎

　当本部では、外傷プロトコールが追加時に現場活動をプロトコールに沿った活動に移行し、

移行にあたり各所属において救命士によるプロトコール内容の周知や想定訓練を実施しました。

　しかし、教養や訓練を職員に実施するにあたり以下のような問題が生じました。

１．職員への教養時間やシミュレーション訓練の評価法

２．職員への周知度の評価法につて(周知度の数字化)

３．通信指令室の教育プログラム(救急入電時の情報収集)

　検証については、本部警防課で実施中である。

　今後の取組みについては、外傷プロトコール作成に伴い救急活動が標準化され活動方針も

明確になった半面、全ての救急隊員が活動内容及び処置を理解すべきであるため、継続的な

訓練の実施が望ましい。

　また、指導救命士を中心に様々な事例を踏まえたシミュレーションの実施や図上訓練計画

も検討中である。

　各本部での取組み及び意見等があればお聞かせ頂きたいと思います。

シンポジウム　
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2）外傷プロトコールの導入に伴う今後の取り組みについて
垂水市消防本部警防課救急係　港　　浩　久

【背景と目的】
　大隅地域救急業務高度化協議会（以下大隅MC）は、これまであった外傷プロトコールを

平成２９年３月に改正した。ドクターヘリを使用した早期医療介入の強化と、オーバートリ

アージの容認、救急隊員の活動方針を標準化することでスムーズな現場活動を行い、PTDを

回避または、減少させることを目的とした。

【方法】
　JPTECガイドブックと救急救命士標準テキストを主として、用語の改正を行い、大隅地域

における救急医療の実情をふまえ、大隅MC検証医のもとで作成を行った。

　改正された外傷プロトコールから２年が経ち、各消防本部での活動について報告する。

【結果】　
　大隅MCの取り組みと結果。

【考察】
　大隅地域でも、管轄で医療機関の受入状況や体制に違いがあるため、外傷プロトコールを

作成することで管轄外の医療機関に比較的スムーズに搬送できる状態が確保でき、外傷にお

ける現場滞在時間も短縮できていると考えられる。

　外傷プロトコール改正から２年経過しているが、改正から期間がそれほど経っていない事

と、十分な分析をしていないことから、今後検証と分析が必要である。
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3）外傷プロトコール導入に伴う今後の取り組みについて
さつま町消防本部　河野　秀樹

【はじめに】
　北薩ＭＣ協議会では、平成30年6月から外傷プロトコール作成を開始し、平成31年2月か

ら運用を開始している。

【内容・特色】
　・ＪＰＴＥＣ（ Japan Prehospital Trauma Evaluation and Care ＝ 外傷病院前救護ガイ

　　ドライン）に準拠

　・ドクターヘリ、ドクターカー適応症例に対して迅速な要請を強調（入電時のキーワード

　　要請を含む）

　・多数傷病者事案に対して、ＤＭＡＴ等の要請を記載

　・緊張性気胸への対応を記載

【考察　地域MCで外傷プロトコールを運用する意義とは】
　・本プロトコールは入電から病院引継ぎまでを網羅している為、外傷に限らず救急活動全

　　般の基本となり得る。

　・入電時のドクターヘリ等の要請、病院選定についても言及しており、通信・救急医療体

　　制まで含めたプロトコールである。

　・これまでのプロトコールは救急救命処置のみを対象としたものであった。本プロトコー

　　ルは救急活動に従事する全ての隊員（救急救命士以外の救急隊員を含む）を対象として

　　いることから救急隊員の教育に活用できる。

　・検証作業に活用出来る。

【今後の課題・結語】　
　今後プロトコールを有効に運用していくには、ドクターヘリ、ドクターカーの活用やトラ

ウマバイパスの概念について、救急隊員レベルではなく、各消防本部として体制を考え直す

必要がある。また、その為には検証体制の整備が急務である。
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4）画像・動画伝送装置の運用について
熊毛地区消防組合　中里　孝二

　近年高齢者による運転操作の誤りによる事故など、外傷を取り巻く環境は変化しつつある。

当本部では現場の状況・傷病者の外傷等をいち早く搬送先の医療機関若しくは指示 Dr に伝

えられるよう画像・動画伝送システムの導入を検討している。このシステムは前回県 MC 協

議会で統一化された外傷プロトコールにおいても、積極的な活用が求められているところで

ある。現在当本部ではクラウド型心電図伝送システム（スクナ）という心電図伝送をはじめ、

1 分間の動画・静止画も伝送可能とするシステムを 2 カ月間試行的運用として実施している。

　今後現場からの動画・画像伝送により外傷医療がどう変化していくのかそして高次医療機

関への搬送、特に Dr ヘリとの連携をどのように運用していくかが課題である。県内一部の

消防本部・医療機関においても導入されているようであるが、その実態、メリット・デメリッ

ト等があればご教示願いたい。またシステムにおいてもさまざまな機種があるため、今後導

入が予定・検討されている消防本部も含め情報提供をお願いしたい。
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日　時：令和元年 9 月 14 日（土）16 時 30 分～18 時 30 分
場　所：鹿児島県医師会館　４階大ホール
参加費：1,000 円（当日、受付にて徴収します）

1　基調講演（16：30 ～ 17：00）

　　　　　テーマ「救急医療に対する厚生労働省の取組等について」

　　　　　座　長：鹿児島救急医学会　副会長　吉原　秀明
　　　　　講　師：厚生労働省　医政局地域医療計画課　
　　　　　　　　　救急・周産期医療等対策室　救急医療対策専門官　　野口　　航

2　シンポジウム（17：00 ～ 17：50）

　　　　　テーマ「高齢社会における救急医療の在り方」

　　　　　座　　　　長：鹿児島救急医学会　会長　垣花　泰之
　　　　　コメンテーター：厚生労働省　医政局地域医療計画課
　　　　　　　　　　　　		救急・周産期医療等対策室　救急医療対策専門官																																野口　　航
　　　　　シンポジスト：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
　　　　　　　　　　　　鹿児島市消防局・鹿児島救急医学会　救急隊員部会　代表幹事　吉冨　勇一
　　　　　　　　　　　　総合病院鹿児島生協病院　総合内科／救急科　副医局長・救急部長・外来医長　上田　　剛
　　　　　　　　　　　　鹿児島大学病院・鹿児島救急医学会　看護部会　　　　　　　　内山　美香
　　　　　　　　　　　　社会福祉法人　旭生会　旭ヶ丘園　在宅課長　有料老人ホーム縁側　管理者　中村　純也

3　ディスカッション（17：50 ～ 18：30）　　　　

三部会合同シンポジウム
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基　調　講　演　　　　　　　　　　　　　　　　　　

座　長：鹿児島救急医学会　副会長　吉原　秀明

【 講 　 　 師 】厚生労働省　医政局地域医療計画課 
　　　　　　　  救急・周産期医療等対策室　救急医療対策専門官　　野　口　　航

テーマ：『救急医療に対する厚生労働省の取組等について』

　団塊の世代が75 歳以上となる 2025 年に向けて、重度な要介護状態となっても、住み慣

れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介

護・予防・生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築が推進されている。

高齢化の進展には地域差はあるものの、高齢者の救急患者数、及び高齢者の救急搬送件数も

増加の一途をたどっている今、各地域において救急医療体制をどのように構築していくかが、

課題となっている。 

　地域における救急医療体制については、都道府県毎に「救急医療対策の整備事業につい

て」（昭和 52 年７月６日医発第 692 号厚生省医務局長通知）及び医療計画により、これま

で初期・二次・三次救急医療機関の整備が行われてきた。高齢化等社会経済構造の変化に対

応できるよう、これまでも救急医療体制の在り方については議論がされてきたが、こうした

変化に十分対応できる仕組みへの変更がなされるには至っていないと思われる。

　救急搬送件数は継続して増加しており、2025 年以降も少子高齢化の進展が見込まれ、さ

らに人口減に伴う医療人材の不足、医療従事者の働き方改革といった新たな課題への対応も

必要である。救急医療を取り巻く状況を踏まえると、質が高く効率的な救急医療体制の構築

のために必要な救急医療機関の機能分化・連携について、議論を深める必要がある。 

　現在「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」では、救急医療、災害医療に

ついて有識者による議論がされている。厚生労働省ではその他様々な検討会を行い、施策に

つながる議論を行っている。

　今回は救急医療という視点で、現状の課題と今後目指すべき方向性について紹介する。
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1）高齢社会における救急医療の在り方　　～在宅医療の立場より～
　　　　　　　　　　　　　　　  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

　当院はかかりつけ医として約 300 名の患者に在宅医療を提供している。そのうち、平成

31 年 1 月から 8 月までに 57 件の救急搬送を要請した。その間の自宅での看取り件数は 30

件であった。

　搬送要因としては、誤嚥性肺炎を中心とする発熱や転倒等による骨折が過半数を占めてお

り、これらは高齢者に特徴的ともいえる。CPA による救急搬送はなかった。

　前述の救急搬送件数の多少については意見分かれるところと思われるが、当院では救急搬

送依頼については、様々な要因を検討した上で判断し、9 割以上は搬送先病院と連携した上

での対応を行っている。

　体調悪化により移動などの ADL が極端に低下する高齢者では、通院での受診が難しい場

合も多い為、在宅医療が介入していないケースでは救急搬送に繋がりやすいと思われる。

シンポジウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
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2）高齢化社会における救急業務の現状
　　　　　　　　　　  鹿児島市消防局・鹿児島救急医学会　救急隊員部会　代表幹事　吉冨　勇一

　救急業務は、国民の生命・身体を事故や災害、疾病等から守り、安心・安全な社会を確保

するものであり、国民にとって必要不可欠な行政サービスとして定着している。 

　近年、医療の進歩とともに、傷病の発生初期に実施すると効果的である医療技術が発達し、

救急搬送における救急救命士の救命処置も拡大しており、救急現場から医療機関における救

急医療までの一連の行為を円滑に実施することが、傷病者の救命率の向上及び予後の改善等

の観点から、重要な課題とされている。

　しかしながら、高齢化社会の進行等に伴い救急需要は年々増加し、鹿児島市における　　

平成 30 年の救急出場件数は、平成 20 年と比較すると約 8,000 件（約 38％）増加してお

り、119 番通報から現場到着までの平均時間（レスポンスタイム）は、平成 20 年の 5.8 分

に対し平成 30 年は 2.9 分長くなり 8.7 分となっている。また、119 番通報から病院収容ま

での平均時間も 24.8 分に対し 9.0 分長くなり 33.8 分といずれも延伸傾向にあることから、　　

救命率の低下が危惧されている。今後も高齢者率はさらに高くなり、2045 年までは救急　　

出場件数は増加し続けると推測され、救急需要の対策が喫緊の課題である。

　このような課題の対策として、鹿児島市消防局では、救急車の適正利用や高齢者の転倒や

熱中症など救急搬送につながる怪我等を予防する方法をラジオやリーフレット等により市民

に普及啓発している。

　今後も救急業務を取り巻く社会環境の変化や国の動向を見据えながら、適正な救急体制を

構築するための取組みを進めていく必要がある。
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3）高齢化社会における救急業務の現状
　　　   総合病院鹿児島生協病院　総合内科／救急科　副医局長・救急部長・外来医長　上田　剛

　鹿児島生協病院は鹿児島市南部に位置し、市南部から薩摩半島南部にかけての救急医療の

一端を担っている。現在、本院の救急車搬入台数は年間約 2700 台であるが、うち一割強が

90 歳以上の超高齢者である。これは、本県の 90 歳以上の人口比率が 1.6% であることからも、

当然想定されるべき数字であろう。

　しかし、一律に 90 歳超の超高齢者と言えども個人差が大きい。10 〜 20 歳若く見える患

者から、終末期で寝たきりの患者まで、様々である。高齢者の救急医療を検討する場合にお

いて、現場との乖離を実感するのは年齢だけによらない、正にこの個人差に依るところが大

きい。

　昨日まで ADL が自立していた患者に、高度な医療介入をするべきかどうか？

　見た目は元気でも生理機能は衰えている患者が高度な侵襲に耐えられるかどうか？

　急変を乗り切ったとて、寝たきりになるなどの生活を患者に強いてよいものかどうか？

　このような、様々な懸念が救急医の心に走る。

　在宅医療や高齢者施設で活躍されている医療関係の方々のご尽力により、最近は慢性疾患

の終末期や、老衰の患者に対する心肺蘇生を含めた救命処置は減ってきている。誤解を恐れ

ず、救急医としてそのご尽力に敬意を表する。     

　現在の問題は、終末期ではない超高齢者の意思の確認の足りなさである。事前に本人が意

思表示をしていない家族は、短時間で大きな判断を求められる。その場合よく家族から求め

られる医療が、救命は望むが延命は望まないというものである。つまり、最終的には家族が

救命処置を選択されるのがほとんどである。しかし、実はこれは判断が難しく、救命が結果

的に延命となりうる。その結果として本人の意に沿わない、患者本人に苦しみを与える状況

も散見される。これを防ぐには日常の通院管理等の段階で、本人、家族に対して、急変対応

がどのようなものなのかを説明し、救命と延命の間には明確な境界がないこと、急変を乗り

切った後の状況には様々なリスクがあることなどを、よく話しあっておいてもらうことが必

要である。

　超高齢化・多死社会において、医療資源をどう配分するかは大きな問題である。当院の状

況や症例などを通し、示していきたいと考える。
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4）超高齢化社会における救急看護の現状と課題
鹿児島大学病院・鹿児島救急医学会　看護部会　内山　美香

　鹿児島県の 65 歳以上の高齢者率は 2015 年時点で 29.4％、鹿児島市でも 24.8%、市町村

によっては 45％を超える地域もあり、超高齢化社会となっている。当院でも高齢者の救急外

来受診数は増加しており、７５歳以上の後期高齢者の緊急入院患者における割合は 30% を

超えている。加齢により疾患を有する割合が増加するのは当然ではあるが、入院後 ADL の

低下などにより自宅での生活が難しくなることもあり支援を必要とするケースが多くなる。

また終末期ケアや治療の継続について意思決定の機会が増加するが、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な問題も発生しやすい。そのため医療者は多職

種が連携して患者、家族を支援する必要性がますます高まっている。

　今回は救急医療の現場での多職種連携を考えるために、当院における救急看護の現状と課

題を検討したので報告する。
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5）「高齢社会における救急医療の在り方～介護保険施設の立場から～」
　　 　                           社会福祉法人　旭生会　旭ヶ丘園　在宅課課長  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  有料老人ホーム縁側　管理者　中村　純也

　我が国は、2025 年には団塊の世代が 75 歳以上になり、「超高齢少子多死社会」を迎える。

医療は進歩し、「終末期医療」をどうするか、「どこで」死に、「どんな」最期を迎えるかを巡っ

て様々な課題が指摘されている。

　要介護高齢者の受け皿として、高齢者施設の数は年々増加し、施設内で看取る体制の構築

も進んで来ている。様々な種別の高齢者施設が増える中でも、最も定員数の多い特別養護老

人ホームの現状について触れる。（医師、看護師配置、平均要介護度、夜間の体制など）

実際の特養での看取りケア体制の説明（使用する書類や、説明、確認事項など）

　実際の事例（有料老人ホーム縁側での事例）

　97 歳男性。医師からは老衰が進んで来ている説明あるが、家族はできる延命治療を全て

望まれる。時間をかけ家族と話し合いを繰り返す。

　最終的に施設で最期を迎え、自然な形での看取りを行う事ができた。亡くなる数分前も会

話が可能な状態。施設 ⇆ 家族との関わりの中で起こった死生観の変化。

　私たち高齢者施設にできる事。

　急変時の備え、または日々の暮らしの中での段階を経た意思確認を行う事が何より重要で

あると考える。それが最終的に本人・家族の望む最期に繋がると思う。
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