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短期研修への誘い
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　ER疾病系、外傷系の診療医は主として当院レジデント2年目から5年目で構成さ
れています。（小児内科は小児科医師で対応）
　ERコーディネーターは、救急診療科・救命センターの救急科専門医が、ER受診

患者トリアージ、ER診療医の診療に対するアドバイスや教育などの診療監督、東
京消防庁からの救急患者の搬送依頼の対応、他院からの転院や診療依頼の対応、

ERで発生するトラブルの対処などの業務を専任で行っています。

　ER診療は、すべてのER受診患者をER疾病系（成人内科疾患）、ER外傷系（外
傷疾患）、ER小児系（小児内科）の3系列に振り分けて診療を行っています。

　平成26年度のER受診患者数は、39639人  で、二次救急搬送件数は5117件
（救命救急センター分は除く）、ERの診療後に緊急入院した患者数は、年間
4471人となっています。

（詳細は、ER・救命センターの臨床データ参照）

ER(救急診療科）の現況

ERでの診療体制について

　東京都立墨東病院は、都心東部にある区東部医療圏（墨田区、江東区、葛飾区、
江戸川区）のおよそ半径5ｋｍの中に、約180万人の人口を数える人口過密地帯に
位置する地域基幹病院です。

　その過密地帯に東京ER・墨東は、  平成13年11月に「365日24時間の安心」
「患者中心の医療」を目指して初期・２次救急専門の診療ユニットとして開設され

ました。三次救急は救命救急センターで対応し、合わせて東京消防庁の救急患者搬
送とあらゆる症状、状態のwalk  in  患者の診療に区東部の最後の砦として365日
24時間体制で対応しています。

はじめに
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　　　　　　　　　　　ERコーディネーター医師１名

　　　　　　　　　　　救急診療科常勤アテンディング医師１-２名

　　　　　　　　　　　救急診療科研修医師(3-4名)

　　　　　　　　　　　各科外来救急当番医師  

　　　　　　　　　　　ERコーディネーター医師１名

　　　　　　　　　　　ER疾病系診療医２名

　　　　　　　　　　　ER外傷系診療医２名

　　　　　　　　　　　小児内科専門診療医２名  

診療体制

平日  日勤帯

休日  夜間
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　様々な社会背景を持つWalk  in・救急搬送患者をERコーディネーターが3つの緊急
度にトリアージして診療を行います。様々な重症度の患者を受け入れて初期診療か
ら入院までの診療を行います。

　直近の1年間でERの診療後に緊急入院となった患者は、ER疾病系では、消化器疾
患約900名、循環器疾患約600名、脳神経疾患約650名、呼吸器疾患約350名、感

染症・急性中毒・アレルギー疾患約500名となっています。
　ER外傷系は、年間約12000件を超える軽症から中等症の交通事故や不慮の事故
などによる頭部外傷や四肢の骨折、切創、内臓損傷や鼻出血、熱傷など患者の診療

を行います。（コンサルトにより院内整形外科、脳神経外科や皮膚科、多発外傷の
場合の救命センターによる速やかなバックアップ体制をとっています。）

（入院患者疾患の詳細は、ER・救命センターの臨床データ参照）

　ERの研修は、疾病系と外傷系の受診患者の外来診療を専従で行います。入院後の
管理は各科の管理当直医が行い、ER診療医は外来診療のみに専念できる環境になっ
ています。当直勤務は、概ね月4回でER疾病系・外傷系を担当します。

(当直明けはduty  freeでサインアウトの後帰宅となります。)
　ERからの他科へのコンサルテーション環境は非常に良好で、夜間でもERの監督で

あるコーディネーター医師と専門各科の内科2名、循環器科１名、小児科２名、外科
１名、脳神経外科１名、整形外科１名、神経科１名、産婦人科２名、新生児科１名、
麻酔科２名、救命救急センター３名、混合科（耳鼻科、皮膚科、眼科、胸部心臓血

管外科のいずれか）１名の総勢１8名の当直医師が、ER診療医からコンサルテー
ションを受けER診療医の検査・治療手技や診断が安全、確実に行えるようにサポー

トができる体制をとっています。

ERの受診患者は？

ER（救急診療科）での救急研修について
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　平日日勤帯は、朝8:30に当直医から申し送りを受けて始業し、17:00までの勤務
となります。日勤終了時点で診療中の患者は、Disposition決定まで診療を担当しま
す。さらに診療の継続が必要な場合は、当直帯ER診療医への申し送りを行って終了

となります。
　当直勤務は、平日は12:00から翌朝8:30まで（翌日が日曜祝日の場合は、朝

9:00まで）。日曜祝日の日直は朝９:00から17:00まで、当直は17:00から翌朝
8:30までです。
　研修中は、月３-４回程度の15:00から出勤する3rd勤務（8時間）を行っていま

す。（特に、ERが繁忙となる時間帯により迅速な対応を行うためのシフトとなって
います。）

　救急科専門医によるOn  /  Off  the  job  trainingも充実しており、必ず平日の勤務
終了後に、その日の日勤のER診療医全員で集まり、当日に初期臨床研修医が診療し

た患者のカルテレビューを実施して見落としの防止、診療の組み立ての指導を行い
終了後、解散となります。（約1時間程度）
　特に検査手技で重要となる腹部や心臓の超音波検査についてスペシャリストによ

るOJTによりスキルアップが可能です。また、ERで診療を行った患者の事例や、診
療医の興味などをもとにレクチャーと抄読会を行いEBMに基づく知識の習得や定着

を目指しています。

　研修中の外勤は、診療シフトに支障を来さない限りで、基本的に認められており

可能です。

ER救急研修の1日
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　墨東病院高度救命救急センターは東京都墨田区に位置し、区東部の約180万人の３
次救急を担当しています。救命センターに外科医、脳外科医、整形外科医、内科医、
循環器内科医、集中治療医が常駐する独立型救命センターであり、現在21名のス

タッフと、救急科レジデント、院内・他病院からの短期研修のレジデントで診療にあ
たっています。年間収容数は、平成27年は2154人と都内でも有数の症例数を誇って

います。多発外傷は勿論のこと、脳卒中、呼吸不全、急性冠症候群、各種ショック、
消化管出血などの多岐にわたる内因性疾患、中毒、熱傷、心停止と多種多様な救急患
者に対し、初期診療から救命センターでの集中治療、そして後方病棟での管理までを

一貫して救命センタースタッフが担当しています。独立型救命センターの利点を生か
したチームワークに優れた迅速な治療がモットーです。

　平成26年には初療室にIVR-CTが導入され、今までにないスピード感あふれる初期
診療が行えるようになりました。外傷における止血までの時間短縮、頭部外傷におけ
る初療室穿頭、急性冠症候群に対する初療室での冠動脈造影・経皮的冠動脈形成術に

よる再灌流までの時間短縮、急性期脳梗塞での搬入から脳血管内治療までを初療室で
行う試み、腹部大動脈瘤破裂に対する初療室でのEVAR、などさまざまな先進的試み
を行っています。また、心停止症例に対しては適応を厳選したうえではありますが積

極的に経皮的心肺補助法(PCPS)によるE-CPRを試みています。  
また、当センターのもうひとつの特徴が専用の後方病床を有している点であり、あり

がちな状態安定ししだい転院となる三次救急施設の診療スタイルとは異なり、入室し
てきた患者を責任をもって退院まで診療を継続できることも利点の一つとなっていま
す。

（収容患者疾患の詳細は、ER・救命センターの臨床データ参照）

救命救急センターの現況
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　救命センターでの研修は、救命センター常勤医の指導監督の下で、三次外来での
初期治療とセンター収容後の集中治療を常勤医とペアで受け持ち医になって行いま
す。当直帯はセンター常勤医３名、研修医2-3名の体制で勤務します。　初期治療

で行う心肺蘇生法（ICLS,  ACLS,  BLS）やJATEC対応の外傷初期診療や気管内挿
管、胸腔ドレーン挿入、中心静脈カテーテル挿入、観血的動脈圧モニター留置など

の手技は、スタッフが懇切丁寧に指導しており、件数も非常に多くレジデントの先
生も積極的に携わっていただくことが可能です。
　救命センターに入室後の集中治療においても集中治療医と各専門をもつ医師が協

力してあたっています。体外循環を行う症例も多く、ECMOは循環不全、E-CPR、
呼吸不全をあわせ年間約40例、血液浄化は年間約65例あります。当然CEのバック

アップを受けることもできますが、体外循環は救急医のみでも開始し管理できる知
識を習得することを必須と考えており、手技の標準化と安全をモットーに技術を習
得することが可能です。

　診療に多忙な日々ではありますが学術活動にも力をいれており、日々のカンファ
レンスでの振り返りの他にスタッフ勉強会、外傷症例検討会を行い研鑽を積んでい
ます。また学会発表や論文発表も重視しており、昨年から本年にかけては論文発表

数も増えてきております。
また、日本外科学会外科専門医の取得を目指す先生方にとって、一般的に経験が不

足しがちになる多発外傷や心血管の緊急手術症例も多く（多発外傷手術：約280件  
重複は除く、心血管手術：約25例  救命センター症例）、適宜術者としての経験を積
むことができるため非常に有用です。

　短期研修の先生方には、生の3次救急にふれ、心肺蘇生、気道確保、ショックへの
対応、多発外傷の初期診療など救急、集中治療の基本的な考え方やスキルを経験し

学んでいただけると思います。

　朝8:30より当日の日勤医師全員で前日の救命センター当直医のから申し送りを受
けます。（開始時刻は平日、休日、祝日に関係なし）
申し送り終了後、全員で救命センター病床患者の回診を行います。

（術後の包交処置を含む。当番制で、後方病床患者の回診も行います。）
　受け持ち患者の検査、手術があれば随時参加します。

適宜受け入れ要請があれば患者受入して診療を行います。
繁忙具合によりますが、基本的に日勤は17:00までで、当直に患者状態の申し送り
を行い帰宅となります。

救命救急センターでの研修について

救命救急センター研修の１日
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　東京ER墨東での救急短期研修は、医師として必要とされるgeneralist（お医者さん）
としての感覚とスキルを身につけることを目標としています。
医師免許は、種類分けされているわけではないので、患者さんの目には、どの医者も同
じお医者さんに映るはずです。
　例えば、あなたは、特に親兄弟や親戚などの近しい人から体の不調、病気やケガの相
談をされても、「自分は、専門じゃないからわからない」と言いますか・・・？　また、
自分の子供の手を引っ張ったら外れたみたい・・・専門じゃないからといって整形外科
へ急いで連れて行きますか？　また、救命処置が迅速にできない専門医も大勢います。
枚挙に暇がないですが、あなたは、お医者さんなのです。とりあえず、何とかしましょ
う！少しでもできるようになりましょう！
　この短期研修期間では、「専門ではないから・・・」なんて、そんな情けないことを
言わず、少しでも何とかできて、多少の重症患者がきてもアワてない、ヘコタレない、
そんなお医者さんなってもらえるようにスタッフ全員で熱くサポートしていく所存です。
もう、初期研修でそんなの十分だよ～という人もいると思いますが、正直、初期研修の
2年間ではなかなかgeneralist感覚とスキルを養うのは難しく、きっと初期研修時代の救
急外来での経験とはまた違った経験ができると思います。
　そこで、具体的に当院での短期救急研修のメリットを挙げていきたいと思います。
  

その１　圧倒的なhigh  volumeで救急診療経験を積むことができる。
　部門紹介で示したとおり圧倒的な症例数です。とくに、ERでは、診断を進めていく思
考と超音波検査やCT読影のスキルを磨き、救命センターでは、集中治療と手技を磨くこ
とに重点をおいて研修を進めていきます。
　ERでは、思考を尽くしても容易に診断がつかない患者や救命センターでは、今まで診
たことがないくらいの重症患者を数多く経験してアワテない、ヘコタレない心も育って
きます。また、Oncologic  Emergencyで受診する患者数もかなり多いため、その緊急
対応についても数多く経験を積み習熟することができます。
　検査や治療手技の面でも、腹部超音波・心臓超音波（ERで年間3000件超を実施）、
レントゲン・CT読影、腰椎穿刺、呼吸不全に対する緊急NPPV装着、気胸のトロッカー
挿入、創傷処置や縫合、骨折の小外傷のマネージメント、気管挿管、中心静脈確保、緊
急透析、ACLS、JATECなどを専門医の指導のもとで多くの経験を積むことができま
す。

救急短期研修のメリットについて
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その２　その救急研修を各科専門医のスムーズなバックアップ体制により安全にサポー
トして専門家の意見を聞くことができる。
　ER・救命センターの常勤医は、救急科のみならず、様々な科の専門医で構成されてお
り、また、夜間でも、各診療科の専門医が18名体制で当直しており、各科へのコンサル
テーションの敷居は低く、迅速なバックアップ体制をとることによって安全に救急患者
の診療を行っています。また、専門医からのフィードバックで、様々な疾患の緊急時の
decision  makingを学ぶことができます。
  
その３　コミュニケーションスキルを鍛えることができる。
　救急診療の場は、とにかく多くの人の坩堝と化します。
通常の外来や病棟の診療よりも更に多くの人と、しかも限られた時間に同時進行でコ
ミュニケーションしていく必要があります。
　患者さんの関係者はもちろんですが、救急部門の診療は、常に屋根瓦方式で診療を
行っているので一緒に診療している初期臨床研修医の先生を指導していくスキルも重要
です。経験の少ない・・・去年の自分？レベルの先生をうまくリードして診療を行って
いくのは、じつはかなり難しいのです。この先、必ず必要になる経験とスキルであるの
でこの機会に目一杯鍛えましょう。
　また、専門医へのコンサルテーションも数多くこなさなくてはなりません。限られた
時間で手短に、どのようにプレゼンをすれば効果的なのかを考えることができるように
なります。
　また、コンサルテーションすることによって、他の科の医師がどこを診て何を考える
のか？を知ることができます。様々な科とリアルタイムでやりとりをすることで、専門
への偏向を脱して広い視野で診療ができるようになると思います。
  
その4　学会発表と雑誌への投稿などの経験を積むことができる。
　実戦のみではなく、アカデミックな面でもしっかりサポートが出来るように心がけて
います。現在のところは、毎年希望者には、日本救急医学会で学会発表を行ってもらっ
ています。また、雑誌への論文投稿も積極的に行っています。
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墨東ER研修について　　　　　
　私は、3ヶ月間、墨東ERで研修させていただきました。墨東ERで一番勉強
になったことは、多くの患者さんを短時間で診療していかなくてはいけない中

で、いかにすばやく、確実にその患者さんの重症度を見極めるかという点です。
初療の段階で、まずどこに注目するのか、検査はどこまで必要か、考えられる

鑑別診断は何か、一つ一つ考え、判断する。墨東病院では症例の数、内容とも
に豊富で、困った時にコンサルトできる体制が整っており、また救急外来のシ
ステムが効率化されており、ERレジデントが診療に専念できる環境が整って

おり、貴重な経験を積むことができる場だと思います。　Dr.N

墨東ER短期研修の感想

　墨東病院ERを研修して最も感じたのは、墨東病院では救命センターを初め、
循環器科も精神科も常に稼働しているため、どんな主訴の患者さんでも来院す
るわけですが、どんな病気であってもそれぞれの専門家に指示を仰ぐことが可

能であり、ここにいれば全ての二次疾患を見ることができるのだなという事で
す。オーベンもいつも近くに待機していてすぐにコンサルトに応じてくれまし

たし、気さくな先生が多く、楽しい環境でした。脳出血もあればメニエール病
もあり、心筋梗塞もあれば癌性腹膜炎もあり、原因不明の薬物摂取による意識
障害など多彩な状態の患者さんの診療をすることもできました。ここにいれば、

どんな患者にも対応できる能力が身につくと思います。私個人としては、内科
の総復習ができ、同時に自分の弱点つぶしもできたと感じており、非常に勉強

になりました。　Dr.A

救命センター短期研修のすすめ　　　

　多くの病院で、救急外来の研修を行っていますが、救命センターの研修が出
来るところは少ないと思います。墨東病院の救命センターは、多くの病院では
診療する機会が少ない交通外傷や災害における外傷患者と全身状態が悪い内因

性疾患と幅広い疾患を対象としており、まずはその疾患の多様性に驚くと思い
ます。ただ、それは珍しい疾患を見るということではなく、多発外傷の初期治

療から管理、ＡＣＬＳの実践といった、基本的な知識や技術の実践の場でもあ
ります。また、バイタルが崩れている全身状態に、まずどのように、どのよう
な優先順位で行うかという具体的な判断まで経験でき、経験の豊富な先生方か

ら学べることは非常に膨大です。救命センターで経験することは、集中治療管
理といった点でも将来的に貴重な機会となりますので、将来の選択科を問わず、

いずれ役に立つ期間になると思います。　Dr.N

救急短期研修を修了した先生方のコメント
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　ER・救命センターのいずれも決して楽な研修場所ではありませんが、手技や症
例の数をこなして経験を積むことは、今後の医師としての幅を広げる絶好のチャ
ンスです。

　外傷が苦手でも構いません。必ずなんとか出来るようになります。
様々な社会背景の患者さんも多く、そこから社会の構図も見えてきて勉強になる

こともあります。
　まず、「百聞は一見にしかず！」です。勇気を持って飛び込んで来てください。

東京都立墨東病院・救急短期研修への誘い

研修についてのお問い合わせとフィードバックはこちらまで

〒130-8575　東京都  墨田区  江東橋4-23-15

　　　　　　東京都立墨東病院　救急診療科・高度救命救急センター　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医長　岡田　昌彦

　　　　　　　　　　℡  03-3633-6151  (PHS5066)

e-mail  :  bokutoh.emerg(アットマーク)gmail.com
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平成27年度  ER診療後に緊急入院した主要疾患別症例数

消
化
器
疾
患	

上部消化管出血	
(胃・十二指腸潰瘍・胃癌など)	

148	

下部消化管出血	
(憩室出血・虚血性腸炎・大腸癌など)	

139	

腸閉塞	 119	

虫垂炎	 113	

胆嚢炎・総胆管結石・胆管炎	 134	

急性膵炎	 36	

消化管穿孔・腸管壊死	 68	

肝性脳症・肝膿瘍・肝臓癌	 62	

消化管の悪性腫瘍の疑い	 42	

ヘルニア嵌頓	 16	

心
血
管
疾
患	

心不全	 227	

急性心筋梗塞・ACS	 124	

不安定狭心症	 60	

解離性大動脈瘤	 32	

頻脈・徐脈性不整脈	 55	

急性肺動脈塞栓症	 24	

急性動脈閉塞症	 12	

脳
神
経
疾
患	

脳梗塞	 263	

脳出血	 106	

くも膜下出血	 26	

髄膜炎	 36	

痙攣発作	 35	

一過性脳虚血発作	 18	

脳腫瘍	 14	

呼
吸
器
疾
患	

肺炎	 239	

気管支喘息	 28	

気胸	 50	

膿胸	 14	

肺腫瘍	 31	

内
分
泌

腎

感
染
症
他	

血糖異常（高血糖・低血糖）	 12	

電解質異常	 20	

尿路感染症	 108	

急性腎障害	 23	

敗血症性ショック	 51	

婦人科領域急性腹症	 23	

輸入感染症	 20	

急性薬物中毒	 10	

アナフィラキシーショック	 15	

外
傷	

大腿頚部骨折など	 199	

急性硬膜下・外血腫	
脳挫傷・くも膜下出血	

78	

頚椎損傷	 12	

開放骨折	 29	

頭蓋骨骨折	 13	
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平成27年度　救命センターで収容した重篤患者数
（厚生労働省の評価基準分類による）

No.	 疾病名	 基準	 患者数	
退院・転院	
(転棟を含む)	 死亡	

1	病院外心停止	 病院前心拍再開例、外来での死亡確認例を含む	 604	 62	 542	

2	重症急性冠症候群	切迫心筋梗塞、急性心筋梗塞または緊急冠動脈カテーテル施行例	 46	 43	 3	

3	重症大動脈疾患	 急性大動脈解離または大動脈瘤破裂	 29	 21	 8	

4	重症脳血管障害	 来院時JCS100以上、開頭術、血管内手術施行例またはt-PA療法施行例	 168	 111	 57	

5	重症外傷	 MAX AISが3以上または緊急手術施行例	 240	 221	 19	

6	重症熱傷	 Artzの基準による	 30	 27	 3	

7	重症急性中毒	 来院時JCS100以上または血液浄化療法施行例	 89	 87	 2	

8	重症消化管出血	 緊急内視鏡施行例	 68	 65	 3	

9	重症敗血症	 感染性SIRSで臓器不全、組織低灌流または低血圧を呈する症例	 46	 37	 9	

10	重症体温異常	 熱中症または偶発的低体温で臓器不全を呈する例	 23	 23	 0	

11	特殊感染症	 ガス壊疽、壊死性筋膜炎、破傷風等	 6	 5	 1	

12	重症呼吸不全	 人工呼吸器管理症例（1から11までを除く）	 72	 62	 10	

13	重症急性心不全	 人工呼吸器管理症例またはSwan-Gantzカテーテル、	
PCPSもしくはIABP使用症例（1から11までを除く）	 74	 70	 4	

14	重症出血性ショック	24時間以内に10単位以上の輸血必要例（1から11までを除く）	 13	 12	 1	

15	重症意識障害	 JCS100以上が24時間以上持続（1から11までを除く）	 83	 82	 1	

16	重篤な肝不全	 血漿交換または血液浄化療法施工例（1から11までを除く）	 2	 0	 2	

17	重篤な急性腎不全	 血液浄化療法施行例（1から11までを除く）	 12	 12	 0	

18	その他の重症病態	重症膵炎、内分泌クリーゼ、溶血性尿毒素症候群などで持続動注療法、血漿交換または手術療法を施行した症例（1から11までを除く）	 4	 4	 0	

合計	 1609	 944	 665	
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