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当院の救命救急センターが、厚生労働省の評価で4年連続日本一となった影響もあり、7月～ 8月にかけて、テ
レビ放送や雑誌等でその活躍ぶりをご紹介頂きました。その一つ、朝日放送の報道番組、「キャスト」で7月9日に
テレビ放送された内容を、朝日放送に記事にして頂きましたのでご紹介さ
せて頂きます。（一部抜粋、修正しています）

【ABC 特集】「どんな患者も断らない」4 年連続日本一の“ER” 　眠らない救命救急センターに密着
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当院の救命救急センターが今、注目されています

予断を許さない、救急医療の現場。
助けを求める患者は、あとを絶ちま
せん。緊急の患者を24時間受け入
れる「ER」救命救急センター。「ER

型救急」では、内科・外科・産科な
ど、すべての科の初期救急診療を行
います。全国のERの中で、「日本一」
といわれる施設が神戸にあります。

神戸市立医療センター中央市民病
院（神戸・中央区）。40年以上にわ
たり、24時間365日、救急患者を
受け入れています。その中心を担う
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のがER、「救命救急センター」です。
水 大介さん（38）は救急医15年目。

この日は午前8時からの勤務です。
集中力を高めるために、仕事前にコー
ヒーを飲むのが長年の習慣です。
「毎日違う患者さんが違う状態で

運ばれてきたり、歩いてきたりする
ので、それだけで、緊張がずっと続く。
その緊張がないとこの仕事はできな
いと思う」（救急医・水 大介さん）

午前8時半、早速、救急患者が搬
送されてきました。
「何時ごろから痛いか覚えてます？

朝2時ごろから？」（救急センター・
看護師）

長距離トラックを運転する60代男
性。仕事中に胸の痛みがひどくなり、
耐え切れなくなったようです。
「Q．どういう病気ですか？」（記者）
「心筋梗塞です。今から緊急で治

療します。」（救急医・水さん）
救急医や看護師ら10人ほどが診

療の準備にあたります。男性には「血
栓」があり、血管が詰まれば、死に
つながる危険な状態です。薬で溶か
して、血液の流れをよくします。

その後、循環器の専門医が引き継
ぎ、男性は血管を広げる治療を受け
て、一命をとりとめました。
「心筋梗塞（の疑い）とわかった

時点で、どれだけ早く治療をやるか
というのが勝負だと思います。循環
器専門の医師も最初からいたので、
早かったです。うまくいっていると
思います」（救急医・水さん）

4 年連続“ER”日本一
ERでは「チームワーク」が患者

の命を救う最大の鍵となります。こ
の病院では、多くの専門医が常に当
直業務にあたっているため、救急医
は昼夜を問わず、緊急性の高い患者
をより早く専門医につなぐことがで
きるのです。

中央市民病院・救命救急センター
の万全な受け入れ態勢や実績は、高
く評価されています。

厚生労働省が実施する評価でも、
全国に284箇所ある救急医療施設の
うち、4年連続で第1位を獲得。ま
さに、“日本一のER”です。

救急医は内科や皮膚科、小児科な
ど、あらゆる分野の症例に従って、患
者の容態を瞬時に見きわめる力が求
められます。明らかな重症でない限り、
水先生はできるだけ若い救急医らに
診療を任せます。現場のリーダーと
して患者全員の情報を把握した上で、
必要に応じて指示を出します。
「川に転落、70歳男性、ヘリです」

（救急センターの医師）
今度は交通事故の情報が飛び込ん

できました。防災ヘリの出動です。
病院から離れた場所に重症患者がい
る場合、救急医と看護師のチームが
ヘリコプターに乗って、現場に急行

します。患者は心肺停止とみられ、
一刻を争います。

その間も病院には救急患者が次々
とやってきます。

神戸市内に住む5歳の男の子は、
自宅で遊んでいるときに色鉛筆の芯
が足の指の間に刺さってしまったよ
うです。
「痛い、誰か助けて！」（男の子）
「おっちゃん何もやってないで、

ほんまに…」（救急医・水 大介さん）
足が腫れ、痛みに耐えて泣き叫ぶ

男の子をなだめながら、治療を続け
ます。麻酔を打って痛みを和らげ、
色鉛筆の芯があるかどうかを確認し
ますが見当たりません。
「ブスッと（芯が）刺さっている

感じはないですね。ちょっと今痛
い？ちょっと洗わせてね」（救急医・
水さん）

水さんは念のため、後日に形成外
科を受診するようすすめました。

自力で来ても断らない
神戸の中央市民病院が受け入れ

る救急患者の数は1日平均でおよそ
100人。このうち30人程度が救急
車で搬送されてきます。

一方、自力で病院にやってくる患
者の中にも、実は深刻な病気が隠れ
ているケースもあるため、どのよう
な症状であっても、「絶対に断らな
い」ことが鉄則です。
「一見大丈夫だろうと思っても、

実は入院しないといけないという病
気を見逃さないようにすることの
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方が難しいかなと。本当に大丈夫な
のっていうところは、ちゃんと考え
ておかないと。」（救急医・水さん）

1時間ほど前に出動した防災ヘリ
が戻ってきました。運ばれてきたのは
70代男性。車ごと川に転落し、心肺
停止の状態で発見されました。心臓
マッサージなど蘇生を試みますが…
「10時48分、お亡くなりになられ

ました」（救急医）
「大体30分超えてもまだ心拍再開

しないと、かなり蘇生がかなり厳し
いといわれているので。その方も1
時間以上、（心拍が）止まってから経っ
ている状況で、血液検査の結果をふ
まえても厳しいと確認させていただ
きました。」（救急医・石田 光さん）

ER が長期にわたって患者をケア
患者にとって「駆け込み寺」のよ

うなER。長年、病状に合わせて患
者を専門医らにつなぐだけでした
が、緊急で入院が必要な重症患者
をERの中でも「入院患者」として
受け入れられる体制を整えてきまし
た。この場合、救急医が専門医らと
連携して、患者を長期的に診ること
ができます。
「すべての重症患者さんの管理と、

中毒や、アナフィラキシーなどの特
殊な病態については、そのまま救急
病棟から一般病棟にあがっても、救
急医が主治医となって診ることにし
ました」（救命救急センター・有吉
センター長）

ベッドやスタッフの数を増やし、
消防や近くの病院との連携も強化し
ました。地域全体で患者を受け入れ
る仕組み作りに力を尽くしています。
「Q.断らないERのメリットは？」

（記者）
「心筋梗塞や脳梗塞にしても、歩

いて来られる患者さんが一定の数は
おられるんですね。例えば救急車を
使うのを躊躇して、なんとかして自
分で救急外来にいらっしゃる重症患
者さんのセーフティネットになる」（救
命救急センター・有吉センター長）

日勤から夜勤へ　眠らない救急
医療

午後5時。日勤から夜勤の救急医
に交代します。水さんはその後も病
院に残って、この日の救急患者のカ
ルテをまとめました。午後8時に救急
医の勤務が終了、ようやく帰宅です。

救急搬送は夜になっても続きま
す。急に体調を崩す乳児や高齢者が、
家族に連れられてくるケースも少な
くありません。この日救急車で運ば
れてきた20代の男性は、酒に酔って
知人と喧嘩になり、顔を殴られたよ
うです。深夜になると、飲酒のトラ
ブルによる救急搬送が増えてきます。
「やっぱり週末の夜は多いですね、

酔った方。きょうみたいに転倒とか
暴力とか、けっこうそういう人がく
るとナースの手が取られたり、医療
者の安全も守らないといけないので
けっこう大変ですね」（救急医・神
谷侑画さん）

午前6時40分。夜勤が終わる間際
に、80代の男性が搬送されてきま
した。

「（前日の）20時の時点ではしゃべ
れていて、朝6時に起きた時点では
しゃべるのが難しかった」（救急医）

脳卒中の可能性があるとして、す
ぐに検査がはじまりました。その結
果、脳の血管が詰まる症状がみられ、
さらに詳しく調べるためにMRI検査
へ。男性はこの日、経過入院となり
ました。

午前8時前。夜勤から再び日勤に
交代です。結局、この24時間で救
急患者はおよそ130人。このうち、
救急車での搬送は50人以上にのぼ
りました。

「不安になったらここに来て」
患者の命と常に向き合う救急医た

ち。
「僕たちは全部の治療をすること

はできないが、一番最初に不安に
なったときに安心をしてもらえる
ところなんですよね。とにかく不安
になったらここに来てくれたら安心
できるよと。安心を渡せるところと
いうのが、一番やりがいがあるのか
なと思います。」（神戸市立医療セ
ンター中央市民病院 救命救急セン
ター 救急医・水 大介さん）

チームで築き上げてきた「断らな
いER」。助けを求める声に、これか
らも応え続けます。（ABCテレビ）
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電子カルテシステム更新のお知らせ

当院では、１０月１日（月）に電子カルテシステムの更新を予定しています。
システム更新にあたり９月29日（土）～９月30日（日）の間で一定時間システムを停止いたします。
新システムへの更新作業にあたりましては、人員を増やすなどして安全で円滑に進めるよう努めますが、

更新期間中及び更新当初は診察時の処方や各種検査、会計等の事務手続きなど多少の混雑が生じ、待ち時
間が長くなることなどが予想されます。

皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

（新システム稼働予定日）
　平成30年10月1日（月）

（更新作業期間）
　平成30年９月29日（土）～９月30日（日）

（お願い）
	 更新作業期間（９月29日～30日）中も救急外来は受入れを行っていますが、待
ち時間が長くなる等のご不便をおかけすることがありますのでご理解とご協力を
お願いいたします。
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院内ボランティア募集

ボランティア室　ボランティアコーディネーター
　崔
チェ

　孝
ヒョヘン

行

ポートライナー・医療センター駅を降り連絡通路を通って病院玄関に足
を踏み入れると、みなさんが最初に目にするのは、「ステップｂｙステップ」
と染め抜いたエプロンを着て、「案内ボランティア」のプレートが置かれ
たデスクに座っているボランティアの優しい笑顔のはずです。
ステップｂｙステップは平成16（2004）年に発足した中央市民病院の
院内ボランティアグループです。院内ボランティアは、「市民の目線」で、
病院職員と協力して患者様やご家族が安心して療養生活を送れるように支
援し、市民の方々をあたたかい雰囲気で迎えられるように努めています。
ボランティアは、職員と協働し患者さんを支援する＜チームの一員＞です。
又、ボランティア活動には素晴らしい「効能（？）」があります。「やっ
てみよう！」で始めるのがボランティアです。自分から進んでやるから楽
しめるし、仲間もふえます。楽しいから誰でも参加できるし、長く続けら
れる―新しい出会いと新しい世界、それがボランティアです。
みなさん、是非ご一緒しませんか！
※ボランティアには「外来案内」「図書室運営」等いくつもの活動があり
ます。募集に関する詳しい内容は、中央市民病院ホームページ（「中央
市民　ボランティア」で検索）を参照して下さい。

～あなたの優しさを求めています～

当院は「地域がん診療連携拠点病院」であり、「がん
センター」が整備されてからは、関連診療科が連携して、
緩和ケアを含めて、効率的ながん治療を行っています。
昨今の急激な高齢化社会において、がん患者は増加傾
向にあり、がんに対する関心が全国的に高まっています。
市民の皆さんに対して、当院をはじめとした最新の治
療情報をわかりやすく提供し、がんの正しい理解を深め
て少しでも不安軽減につながるよう一般市民・患者向け
の講演会を開催しています。今回はシリーズ第18弾と
して、がんゲノムをテーマに「がん市民フォーラム in 
KOBE」を開催いたします。

第18回がん市民フォーラムのご案内

■申込み・お問い合わせ
　神戸市イベント案内・申込センター

	 TEL:078 - 333 - 3372
受付　7月24日〜 8月23日（9:00 〜 21:00）
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　当病院では、限られた食種（成人食、産婦食、分娩食）
の方だけになりますが、定番メニュー（A献立）とB献立の
どちらか選んでいただける日があります。今回はB献立で
提供している料理をご紹介します。
　ピカタはイタリア語のピッカータで、もともとは薄切り
の子牛肉をバターでソテーしたもので、フランスでは卵に
チーズを加えて肉にからめてソテーした料理のようです。
日本では、豚肉に卵をからめてソテーしたものが一般的
です。
　豚肉は、鶏肉や牛肉と比べ、比較的ビタミンB1を多く
含みます。暑い日が続き、食欲が低下するとさっぱりした
ものに偏りがちになり、栄養のバランスが崩れてしまうか
もしれません。糖質の多い飲料水、

　ご飯と漬物、そうめんなど糖質に偏った食事が続くと、糖質の代謝に必要なビタミンB1が不足し、身体がだるいなど
夏バテに陥ることにもなります。豚肉は、調理法を変えるなどして、時々食べてビタミンB1を補給しましょう。パン粉を
つけて揚げればトンカツになりますが、エネルギーはかなりアップします。(約100kcalプラス)

しおかぜ食堂 レシピ紹介

《材料４人分》

・豚肉（ロース） 4枚(1枚60ｇ程度)

・塩  小さじ1/4
・こしょう 少々

・卵  1個半（80ｇ程度）
・パン粉 大さじ5杯
・油  小さじ1杯
・ドライパセリ 適当
・ケチャップ 大さじ3杯

付け合わせ野菜
・キャベツ 160ｇ（大２枚程度）
・油  小さじ1杯
・塩  小さじ1/5

1人分栄養価　エネルギー　245kcal　たんぱく質　14.6g　食塩相当量　1.1g

《 作 り 方》

① 豚肉は、脂身を少し切り落とす。脂身側の筋は切込みを入れ

る。塩・こしょうをする。

 小麦粉をまんべんなくまぶす。

② パン粉は、粗いものであればスプーンなどで押さえて砕く。

（フードカッターをかけてもよい）

 卵を溶きほぐし、細かくしたパン粉と混ぜる。(卵にパン粉

を混ぜることで、卵が豚肉の上にきれいに残ります。)

③ ①の豚肉に②を上面に塗り、約10分オーブンで焼く。ドラ

イパセリをふって後５分焼く。

④ 付け合わせの野菜を添える。給食では、キャベツを粗い千切

りにして炒めて軽く塩をしたものを添えています。

※献立内容と写真は日清医療食品から提供されたものです。
なお、献立内容は、給食用を家庭で作りやすいように一部変更しています。

栄養管理部

ポークピカタ
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当機構にご寄付を賜りました方々を、感謝の気持ちとともにここに掲載
させていただきます（順不同掲載）。

いただいたご寄付につきましては、できるだけご寄付いただいた方のご
意見に沿って活用させていただきます。改めて感謝申し上げます。

お問合せ先： 神戸市立医療センター中央市民病院　事務局総務課経理調達係
 〒650-0047 神戸市中央区港島南町2丁目1番地の1　

　　 078-302-4321（代表）　E-mail：kifu@kcho.jp

ご寄付をいただいた皆様　（平成 30 年 4 月～平成 30 年 6 月）

平成30年8月発行　地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院

当院は、これからも地域の皆様へより良質で安全な医療を提供して
いきたいと考えております。企業、個人の皆様に寄付という形で当院
の運営に共に携わっていただきたいと思っておりますので金額の多寡
にかかわらず御支援を賜りますようお願い申し上げます。

神戸市立医療センター中央市民病院からのお知らせ

他の医療機関からの『 紹介状・ＦＡＸ ( ファックス ) 予約 』があれば…

かかりつけ医からの紹介状・FAX予約について

①診察までの待ち時間が短くなります。
②「紹介状」をお持ち頂くと、初診時選定療養費（5,000円）の負担がなくなります。
③「かかりつけ医」からの情報を参考にすることで、スムーズな診療が可能になります。

※かかりつけ医とは、「日頃、診察や健康管理を行ってくださる医師」のことです。
※かかりつけ医をお持ちでない場合は、お近くの診療所等を受診して紹介状をご持参いただきますようお願

いいたします。
お問い合わせ：地域医療連携センター

078-302-4321（代表）

ご寄付窓口

PET-CT（平成 24 年 7 月より稼働中）

いただいたご寄付の用途
いただいたご寄付の用途として

は、病院環境の整備、患者サービス
の向上、最新医療機器の整備、臨床
研究などがあり、できるだけご寄付
された方のご意見を反映して使用さ
せていただきます

ご寄付のお願い

中田　美由紀　様

中谷カルナー財団　事務長 中谷庄一様

山城　知恵子　様　　阿部　桂子　様　　山下　浩子　様


