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救命踪礼鯉レ咸漑紹介

鹿児島市立病院救命救急セ ンター

セ ンター長  吉原 秀明

【はじめに】

救命救急センターは生命の危機に瀕 した人の救

命を目的に、24時間体制で診療を行なう三次救急

医療施設で、鹿児島県では、当院に 1箇所設置さ

れています。紹介や、消防局救急隊から直接依頼

を受けて、救急車で来院される患者さんの診療が

中心になります。平成 3年 2月 に、7階 建の救命

救急センター棟が設立されました。地階は、臨床

検査および放射線検査部門 。1階が救急初療部門 。

2階 が手術室部門 ・3階 が産科救急部門 ・4階 が救

急 ICU 6床 ・脳卒中ケアユニット3床 ・5階 が救

命救急病棟 24床の救命救急センター後方ベッドと

なっています。救急搬入された患者さんは、1階初療室で初期対応 した後、検査。処置。手術などを経て

疾患や病態にあわせてそれぞれ入院となります。

【対象となる疾患や病態】

救命救急センターに搬入される三次救急患者は、以下

のような疾患や病態の患者さんで、救急医療に係る初期

入院の医療を重点的に評価するものとして、救急入院料

算定対象となっています。

1)意 識障害又は昏睡

2)急 性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪

3)急 性心不全 (心筋梗塞を含む)

4)急 性薬物中毒

5)シ ヨック

6)重 篤な代謝障害 (肝不全、腎不全、重症糖尿病等)

7)広 範囲熱傷

8)大 手術を必要とするもの

9)救 急蘇生後

10)そ の他外傷、破傷風等で重篤なもの

ホットラインを受ける吉原センター長
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7階 建ての救命救急センター棟



救 急 外 来

鹿児島市立病院は、昭和 15年4月 開設以来、県下の中核的総合病院として良質な医療サービスを提

供しています。特に、救急医療には力を入れており、昭和 39年の救急病院の指定を受け、昭和 46年

には頭部外傷救命センターを設置、昭和 60年に救命救急センターを開設しました。平成3年 2月 には、

新 しく7階 建ての救命救急棟が設

立され、県下唯一の三次救急医療

施設として、市内外を含め年間約

7,000人の患者を受け入れています。

その中で、病気や外傷が原因で

突然心肺停止となった患者さんも

年間 100～ 120人 ぐらい搬送され

てきます。鹿児島市内での 119番

通報から救急車が現場に到着する

までの時間は、平均 6分 で、全国

統計 (総務省)と 同じです。

【救命救急センターのスタッフ】

救命救急センターには、救急専従医2名 に加え、救急兼任医4名 と研修医数名が配属されています。

救命救急センターにおける救急医療は、これら救急センター医師と院内各診療科の協力の下で運営さ

れています。夜間、休日でも救命救急センターにはトリアージ医師 1名、研修医2名 に加え、内科、外科、

循環器科、脳神経外科、小児科、産婦人科、麻酔科の医師が常に院内宿直しており、さらに、循環器科、

脳神経外科、外科、形成外科、整形外科は担当医師が自宅待機の体制をとり、迅速に専門的な救急診

療が可能となるように配置されていいます。

これらの医師に加え、チー

ム医療が重視される職場に

あって、看護師の役割は欠

かせないものになっていま

す。看護師の配置は、救急

看護師 15名、検査部門看護

師8名 で構成されています。

検査部門は、通常は心臓カ

テーテル室 ・透視室 ・透析

室の看護業務を行いますが、

夜間・休日は緊急心臓カテー

テル検査に備えています。

1階救急外来ホール

吉原救命救急センター長と救急外来のスタッフ
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【救急医療システムと搬入患者数】

救命救急センターで対応可能な診療情報は、他の医療機関、消防機関にもわかるように鹿児島救急

災害医療情報システム上で明示されています。また、救命救急センターでの運営方針、運営状況上の

問題点は定期的に院内の救命救急センター運営委員会で検討しています。このような体制の下、平成

19年度には救命救急センターにて年間6,628症例を診療しています。このうち、救急車による搬送症例

は2,796例と多くの重症例に対応しています。救命救急センターからの入院症例数は年間2,857例でした。

また、鹿児島市民への対応のみならず、鹿児島市外からの受診症例 1,419例にも対応しています。地域

救急医療の最後の砦として、他院では対応困難な救急症例にも積極的に対応しており、紹介症例は年

間 1,732例にもなっています。他に、電話相談、窓口受診患者さんにも、迅速に対応し適切な救急医療、

看護を提供するようにしています。

【救急統計】

年  度 救急患者総数 救急車搬入 入院総数 市外患者数

平成 17年度 6,443 2,605 2,581 1,363

平成 18年度 6,810 2,796 2,857 1,419

平成 19年 度 6,632 2,976 2,943 1,732

救命救急センター診療科別救急患者数は平成 18年度で年間 6,810人の搬入患者があ り、そのうち入

院患者が 2,857人で、搬入別には救急車によるものが 2,796人で した。入院患者のうち外傷が 19.5%、

小児内科疾患が 22.7%、脳血管障害が 9.7%、循環器疾患が 8.0%を占めています。

【CTス キャン導入】

平成 18年には、センター内にCTス キャンが設置され、迅速な診断ができるようになり、患者さん

の適切な医療 ・看護がおこなえるようになりました。他に、血液ガス分析装置、超音波診断装置3台、

心電計、除細動器、X線 装置、患者監視装置モニター、体温管理装置用ヒーター、高気圧酸素治療装

置等の医療機器を備えており、臨床検査技術科、放射線技術科、薬剤科との連携もスムーズです。

脳卒中ケアユニットに設置されている

高気圧酸素治療装置

救急外来にある CTス キャン
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【基幹災害医療センターの役割】

大規模な地震、風水害及び事故等により多数の傷病者が発生し、かつ、基幹災害拠点病院である当

病院が相当数の傷病者を受け入れ、または医療救護班の派遣を要する事態に際して、災害医療体制を

迅速に行えるように救命救急センターを中心に、医師、看護師、事務職員、検査技師、栄養士ほか各

部署の職員が集まり勉強会を開いています。

【DMAT】

日常の救急診療で培った医療技術と総合病院の持つ医療資源を活かして災害医療システムの構築も

目指しています。平成7年 には阪神淡路大地震災害医療活動応援隊を3陣 にわけて派遣しました。平

成9年 5月 には県内唯―の基幹災害医療センターの指定を受けました。現在、県の有する災害医療派

遣チームであるDMAT 3チ ームのうち、当院は1チームを有しています。

【救急医療教育】

救命救急センターの大きな任務の一つとして救急医療教育も熱心に行っています。平成 19年度では

救命救急士病院実習 (薬剤投与実習)47名 、学生の救命救急士臨床実習 (東亜大学、救急救命東京研修所、

公務員ビジネス専門学校)8名 、鹿児島大学医学部学生や他県の大学医学部学生 17名の見学実習受け

入れ教育を行い、地域救急医療の高度化、活性化に貢献しています。

救急に携わる看護師は、センター長の吉原先生が着任されて以来、外傷患者の受け入れが多くなっ

ているため、」PTECや JNTECな どの研修に参加 し専門性を深めています。また、医師 ・看護師 ・救

急隊合同の外傷カンファレンスを行い医療の連携も図っています。

【おわりに】

救急医療は、突発的な発症が殆どで、緊急度・重症度も高 く、高度な知識、技術が幅広 く求められます。

そして、医療はもちろん患者さんおよび家族に対する精神的配慮も欠かせない要素です。

鹿児島市立病院救命救急センターの理念は、「心のこもった質の高い救命救急医療の提供」となって

います、これを念頭に昼夜を問わず全力を尽 くしていきたいと思います。

救急看護認定看護師誕生

平成 20年 6月 に救急看護認定看

護師の資格を得ることができました。

まだまだ修行の毎日ですが、臨床実

践能力を高め、教育の充実をはかり、

スタッフ全員、救急看護の質の向上

を目指していきたいと思います。

外傷カンフアレンス
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救命救急センターの実習を終えて

鹿児島市消防局 甲南救急隊 気管内挿入管

救急救命士  仮屋 浩司

救急救命士の病院研修には、救命士合格後、救急隊員としての就業前研修や救急隊員になってから

年 1回 の再教育研修、薬剤投与研修、気管内挿管実習などがあります。これら研修の目標は、医療機

関と緊密な連携の確保と救急知識及び救急技術の習熟と新たな知識、技術の習得及び今後の救急活動

の向上が目的です。今回、プレホスピタルケアにおいて、常日頃からオンラインメデイカルコントロー

ルでお世話になっている市立病院にて薬剤投与の病院実習を受けさせていただきました。当救命セン

ターでの研修は、救命士合格後の就業前研修以来でしたが、CPA患 者ほか多くの傷病者搬入で日頃か

らお世話になっておりまた、センタースタッフとも 「顔」が見える関係であったためスムーズに研修を

行うことができました。今回は、薬剤投与の手技を確実なものにするため静脈路確保を重点的に実施

させて頂きました。CPAの 現場では、うっ血のない傷病者の静脈路確保は、とても難しいですが、研

修医の先生方やスタッフの指導によリイメージトレーニング及び反復練習で研修終了時には、かなり

習得でき自信になりました。また、ICUに おいて傷病者の診療計画の症夕1カンファレンス及び回診に

も参加させてもらい詳細に患者の病態を管理するシステムや医療スタッフの患者へのICやナーシング

ケアから医療人としての職業倫理及び心構えを学ぶことが出来ました。今回の研修は、私にとってと

ても有意義なものになりました。

研修期間中は、多忙中にもかかわらず懇切丁寧にご指導していただいた吉原先生、中島師長をはじ

め医療スタッフの皆様に感謝し、今回の研修で学んだことを今後の救急活動に活かせるよう更に知識

技術の向上に努めていきたいと思います。本当にありがとうございました。

鹿児島市消防局 甲南救急隊

救急救命士  古野 伸一郎

甲南救急隊は中央駅及び荒田地区を担当しており、鹿児島市立病院への距離も近く、3次対応の重傷

者のみならず、数多くの傷病者を受入れて頂いております。改めて日頃の御指導御協力に感謝致します。

私は平成 17年 3月 の救急救命士国家試験で資格取得し、同年5月 から現在の甲南救急隊で救急救命

士として勤務 しております。まだまだ救急救命士としての経験は浅いですが、救急隊員としては既に

15年近くなる中堅救急隊員です。

新人救急隊員時代から比べますと当市の救急出場件数は現在約 2倍 となり、近年は年間2,1000件超

を推移 しております。その間当市も救急隊の増隊等対応 してきておりますが、受入れ医療機関 (2次

医療機関以上)の 数にほとんど変化はなく、鹿児島市立病院を始めとした各医療機関の負担も増す一

方ではないかと思います。それに加えて我々救急救命士の病院研修も数多く受入れて下さり、私も17

年 5月 の救急救命士就業前研修に続き昨年 10月にも再教育でお世話になりました。就業前ではこれか

ら救急救命士として活動する為の基本手技及び初期観察要領等を御指導頂き、再教育では基本手技の

再確認に加え、医療機関搬送後の傷病者の検査、経過についても詳しく説明して頂きました。

研修は看護師及び研修医の先生方を始めとしたスタッフの皆様の御指導のおかげで大変有意義なも

ので、日々の救急現場に生かされていますし、実は病院研修の一番の目的は医療機関との 「顔の見え

る信頼関係作 り」なのですが、この点に関してもスタッフの皆様と時を同じくすることにより次第に

築けてきているのではないかと思います。

今後も鹿児島の救急医療を支える一員として貴院を始めとした各医療機関と連携を蜜にし、市民に頼

りにされる救急隊であるように私自身も日々努力したいと思います。今後もよろしくお願い致します。
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救 急 IC∪

救急 ICUは 、救急搬入患者専用の集中治療室で6床 のベッドで運用されています。集中治療のでき

る設備や人員が配置され、高度な医療と看護を提供 しています。

救急 ICUに 入室される患者は、意識障害、呼吸不全、心筋梗塞、心不全、急性薬物中毒、ショック、

重篤な代謝障害、広範囲熱傷、タト傷など対象はさまざまです。平成 19年度の年間入室患者数は390名、

うち循環器が 107名でした。その他、脳神経外科、内科、外科、小児科と様々な科の入室があります。

生体維持監視システムをはじめ、多 くの輸液 ・輸注ポンプ、呼吸器、透析、補助循環装置などの機器

が作動しています。平均在室日数は57日 、ベッド稼働率は103.5%で、病態や経過により、救急病棟

や関連一般病棟などの後方病棟へと退室されます。

人工呼吸器ほか多くの機器を使用しての治療

救急 ICUは 、戸田仁副院長

を室長 とし、各科の医師、研

修 医他、た くさんの医療 ス

タッフの出入 りがあ り、チー

ム医療 をとっています。そし

て、他病棟 と比較 して平均年

齢が若干高めの 21名 の看護

師が勤務 しています。緊張の

連続に、胃痛を訴える研修医、

笑顔のこわばる新人看護師も、

1年 経つと多少のことでは動

じない、頼 もしいスタッフヘ

と変貌 します。市民から信頼始業ミーティング
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されるに足 りる専門

的知識 (サイエンス)、

技能 (アー ト)を有し、

合わせて社会の変化

に対応 で きるよう、

自己研鑽に努め、「わ

ずかな変化を見逃さ

ないようにJ「′患者さ

ん、家族の気持ちを

大切に」 と、それぞ

れの想いを胸に、診

療、看護にあたって

います。

戸田室長を囲んで 。ICUス タッフ

救急 ICUは 、桜島側から朝 日や夕日、ときには虹や花火が見えるほか、校庭で元気に駆け回る中学

生のいるIF東中学校が見えます。そんな風景に癒されながら、緊急時の対応が素早 くできる、継続的に

系統だった治療 ・看護ができる、必要なデータがす ぐ得られる、検査が容易にできる、といった集中

管理の利点を生かし、ICU看 護を必要とする患者をいつでも受け入れ、思者さんにとって最良の医療 ・

看護を提供できる病棟 として、医療部門のスタッフ全員で日々頑張ってゆきたいと思います。

・鳴
雛
麟

y

IC∪から見た風景

― フ ー



救 急 病 棟

救急病棟は、救急センターおよび救急 ICUの 後方ベッドとして、重篤 (表1)な 患者さんを受け入

れています。病床数は、個室8床 ・4人部屋4室 の24床で、円滑な連携体制のもと、入室要請のあっ

た患者すべてに対応出来るようベッドコントロールを行っています。スタッフは、室長の平原一穂脳

神経外科部長をはじめ22名の看護師が勤務 しています。また、多くの医師の出入りもあるため、円滑

なコミュニケーションを図り、情報交換 しながら、患者さんの治療 ・看護に当たっています。

平原救急病棟長とスタッフ

平成 19年度の入室患者数は、救急センターからの直接入院995名 ・救急 ICUか らの転入院 189名 と

なっています。疾患の内訳は、脳神経外科 (脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、硬膜下血腫)循 環器科 (心

筋梗塞、心不全、狭心症)内 科 (肺炎、COPD急 性増悪、喘息、DM)整 形外科 (大腿骨頚部骨折)を

はじめ多発外傷、薬物中毒などと多岐にわたっています。

ナースステーション 上津原病院長 (脳外科)の 回診
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救急看護には、多種多様な疾患や急速な状態

変化に迅速に対応できるような観察力や判断力 ・

技術が求められます。看護師の救急病棟経験年

数は長い人で平均 2.5年です。経験年数の長い看

護師は、自分たちの強みを生かして学習会など

を行い、後輩の指導・育成を行っています。また、

新人の頃から関連する学術集会や研修会に積極

的に参加 し、救急看護に必要な知識や技術の向

上にむけて自己研鑽 しています。

救急病棟入院患者の平均在室日数は平成 19年度で6.3日となっており、短い時間の関わりのなかで、

病棟理念でもある 「患者家族を尊重 し、安心 。安全 ・安楽な看護の提供」を目指して日々取 り組んで

います。一般病棟に移られた方が退院時に元気な姿で挨拶にみえた時喜びを感じ、それが私たちの励

みになっています。反面、回復できなかった患者さんも多いため、痛みを共有し、最後まで家族の気

持ちに添えるよう努めています。

緊張の連続である私たちの病棟は、東倶1からは、朝日に照らされた桜島を目にすることが出来、そ

の雄大な姿は闘病中の患者さんや家族を勇気づけてくれます。また一方、西側のアミュランの大観覧

車の七色の光は、夜の不安な気持ちに安らぎを与えてくれます。私達は恵まれた職場環境に感謝しな

がら、篤姫に負けず劣らず、走 り回り、泣いたり、笑ったりの忙 しい毎日を過ごしていますが、救急

看護は達成感も大きいので、頑張ってゆきたいと思います。

平成 19年度救急病棟から転院された患者さんは38名 でした。医療連携室開設後は、 3次 救急を担

いながら早期の他施設への転院が可能となっています。今後も継続的な治療 ・看護が提供されるために、

地域の医療連携システムが円滑に進むように願っています。

医師と一緒に入室

病室から見た桜島 病室から見たアミュラン



要と度藤のトラブル

皮膚科部長 三好 逸男

夏本番を迎え、皮膚科には多 くの患者さんが見えます。もともと皮膚科の受

診患者数が最も多い季節は夏なのです。その理由は高温多湿、強い紫外線など

により、肌の トラブルが急増するためです。そこで、夏にみられる主な肌の病

気についてまとめてみました。

1 .  日焼け

紫外線が一年で最も強くなる時期ですから、日焼け対策は全年齢を通じて重要となります。外出

する際は、SPF20～ 30程度の日焼け止め (薬局、化粧品店などで入手できます)を 使用しましょう。

3～ 4時 間おきに塗って下さい。(海水浴や炎天下でのスポーツの際は、SPF50～ 100程度のものを

用いましょう。)最 近は日焼け止め成分が配合された、ファンデーションやリップクリームもありま

すので使ってみましょう。紫外線の影響は、日焼けだけにとどまらず、繰 り返し長い期間、強い日

差しすなわち紫外線を浴び続けると、歳を取つてから皮膚癌を発症する危険が高くなります。従って、

若い頃から、できれば子どもの頃から紫外線を過度に浴びないよう対策を取る必要があります。具

体的には鹿児島では4月 ～ 10月頃までは日焼け止めを用いるようにすればいいと思います。

2.あ せも

体を動かすたびに玉のような汗がでて、放っておくと皮膚がべとつき痒 くなってきます。ふつう

のあせもは赤い点々で、シャワーを浴びて涼しくしていればそのうちよくなりますが、掻きこわし

たりして湿疹になったものは、ステロイド軟膏などによる治療が必要です。

3.虫 刺され

海や山に出かけることが多 くなる夏は、虫の活動が活発になる時期と重なり虫さされが多 く見ら

れるようになります。虫刺されといっても、オロナインなど家庭常備薬で対処できるものから、医

師による治療を必要とするものまで多種多様です。ムカデや蜂によるものは、体質により重症化し

ショックを起こすこともあります。刺された傷がどんどん腫れてきたり、気分が悪 くなってきたら

急いで医師の診察を受けて下さい。(急ぎの場合は皮膚科だけでなく、どの科の医師でも結構です。

応急処置をしてもらってください。)予 防としては虫除けスプレー使用や、長袖上着 ・ズボンの着用

などがあります。なお蜂は黒っぽい服装をしていると攻撃するので、白い色の服を着て野山に出か

けるのも一つの方法です。
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4,と びひ

虫刺されのあとを引っ掻いて、ばい菌が入るととびひになります。とび

ひの汁が付着 した所には、新 しくとびひができてきます。大人よりも圧倒

的に子どもに多 く生 じます。腎臓を悪 くすることもあるので、早めの治療

が必要です。抗生物質 (化膿止め)の 飲み薬が必要で、塗る薬だけでは通

常は治 りません。

5.か ぶれ

身の回 りのものすべてがかぶれの原因となりえますが、はぜの木 ・菊な

どの植物の汁が皮膚について生 じることが多いようです。痒みが激 しく重

症化することもあるので、早めの皮膚科医の診察をお勧めします。

6.水 虫

最近テレビのコマーシャルでご覧になられた方も多いと思います。

高温多湿の夏に多くなる皮膚病です。爪にできると飲み薬しか効かな

い場合が多いと思います。特に糖尿病をお持ちの方は、皮膚の抵抗力

が弱いため、この水虫の傷からばい菌が入り、悪化すると足の指を切

断することもありますので、よくよく注意をして下さい。

お肌に注意し、夏を楽しく過ごしましょう

毛染めによるかぶれ

爪自癬 ・重症型

―
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夏場の疲れを吹き飛ばそう!

※水分補給に夏野菜を食べましょう

夏野菜には水分、カリウム、ビタミンがたっぷりはいっています。

野菜の水分は水と違ってゆっくり吸収されます。

にがごリカロテンビタミンC

苦味成分 (モモルデシン)食 欲増進作用

おくらカロチンビタミンCビ タミンE

ピーマン (パプリカ)カ ロテンビタミンC

※夏ばて対策には、ビタミンB群 の不足に注意

炭水化物の代謝にはビタミンBlが 必要です。

豚肉鶏肉に多く含まれています。

白米を召し上がる方は、サプリ米 (新玄 ・ビタミン鉄強化)を 入れましょ

(スーパーお米コーナーにあり)

※エネルギーもしっかりとりましょう

暑さのためにエネルギー消費も多くなります。

さつぱりしたものだけでなく、揚げ物なども取りましょう。

《夏ばて防止おすすめメニュー》

にがうりの肉巻揚げ衣2種夏野菜添え 黒豚冷しゃぶサラダパプリカ添え
マンゴーゼリー

黒豚ロース :60g

サラダ菜 。かいわれ 。パプリカ

たれ :胡麻 ・酢 。しょうゆ

マンゴーゼリー

マンゴー :3g   アガー :2g

水 :100ml    砂糖 :7g

ヽ
つ

料材

にがうり 10cm長 さ :4本

豚ロース 30g:2枚

塩 ・胡椒少々

ころも :小麦粉 ・黒胡麻

付け合せ :オクラ 。レタス ・パプリカ

たれ :ソース 10。 ケチャップ 10
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ボ磯工儡軋珀颯蘊とはな

当院の正面玄関や2階外来ホールに、時節の花の絵が飾ってあります。非常に繊細で、一見写真の

ようですが、絵に引き込まれ気持ちが和やかになります。絵の作者は、毛利竹雄先生で、当院に通院

していらっしゃる患者さんです。そこで、毛利先生にこの絵について尋ねてみました。

毛利先生が、ボタニカルアー トを始められたのは、68歳で会社をリタイアしてから、日本植物画ク

ラブの先生に習い始めたそうです。若いとき日本画を描いていたため、約3年 で国立博物館の認定を

受け現在、教室を開いていらっしゃいます。

【ボタニカルアー トとは】

「植物学的な絵画」と訳される。歴史は古 く紀元前 1450年頃よリヨーロッパを中心に発展し、現在

イギリスのキュー王立植物園には、膨大な量の植物画や標本が、コレクションされている。日本に入っ

てきたのは、江戸時代オランダのシーボル トが長崎に派遣されたときからである。出島の絵師などに

描かせた 「日本植物誌 (フローラ、ヤポニカ)」の約 1,000枚の図鑑は、かけがえの無い芸術作品である。

その後、特に影響を及ぼしたのが、植物研究に全生涯を捧げた牧野富太郎博士で 「牧野日本植物図鑑」

は、ボタニカルアー トを志す人々のバイブルとして高く評価されている。1970年に日本ボタニカルアー

ト協会が創立され、カルチャー教室などで普及してきた。

【ボタニカルアー トの描き方】

。原則的には原寸大に正確な線画とし、花びらや葉などを誇張したり、自分の感性で描かない。

・デッサンと彩色が重要で、植物の細部まで良く監察し、輪郭を美しく丁寧に書く。

・植物の生態を忠実に再現するため、背景は自のままで造形的な彩色はしない。花の白色部分は、紙

の白色を生かす

。透明水彩絵の具を使用、鉛筆の輪郭をはみ出ないよう、むら無く2～ 3回 と重ね塗りする。

皆さんも、始めてみませんか?
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