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救急科

特徴

☑ 幅広い進路を選択可能
藤田医科大学プログラム :<救急外来だけでなく、集中治療室(救命 ICU)・救急病棟(GICU)の経験が可能>
掖済会病院プログラム :<東海地区第一号の救命センター。重症患者や外傷患者中心に経験可能>

☑

☑

症例数が多い、年間約9,000台救急搬送数
尾張西部医療圏約60万人を担う重要病院。一宮市内搬送比率 約40％ 救急車応需率99.8%

災害拠点病院・3次救急立ち上げ経験ができる。
他では経験することができない体験ができます。（2023年7月新棟完成予定）



救急科

症例数

8,738件 ／ 2022年度救急搬送台数（尾張西部 1位）

年間重篤患者数

重症外傷 833件 尾張西部 1位

重症大動脈疾患 89件

重症急性心不全 33件

病院外心停止 193件

重症急性冠症候群 161件
尾張西部 1位

重症消化管出血 36件
重症脳血管障害 136件

幅広い重症患者に対応し経験することが可能です。

18,313件 ／ 2022年度ウォークイン数
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DATA（年間）

救急車

応需率

救急車

入院比率
重篤患者数

48％ 2170例

24時間365日、救急医が常駐している救急科を目指しています。
将来的に、救急救命センター取得も視野に入れております。
このビジョンのもと、共に診療科を作っていける若手医師を求めております。

99.6％
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人員体制

医師人数

医師名5名 :専門医数３名: 後期研修医数 2名（外部研修中１名）

指導医・専門医・認定医

救急科専門医 5名（院内全体） : JATECインストラクター 2名

内科総合内科専門医 １名: PALSディレクター １名

日本DMAT隊員医 ２名: ACLSインストラクター １名

統括DMAT隊員医 １名:



救急科
救急科モデルキャリアパス（例）

卒後年数 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

救急科
専攻医

研修施設

救急専攻研修

救急
専門医取得

専門医取得後のキャリアに
ついて、希望に合わせて

サポート

熱傷
専門医取得

連携
病院

一宮西
病院 一宮西病院

集中治療
専門医取得

外傷
専門医取得

救急
指導医取得
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救急科専門研修

専攻医の卒後3年目は、一宮西病院で研修を行います。
卒後4年目前半もしくは後半の半年間で、藤田医科大学病院もしくは名古屋掖済会病院での研修を行って
いただきます。
藤田医科大学病院では、1ヶ月間のER研修・5ヶ月間のICU研修を行います。
名古屋掖済会病院では、高速道路や主幹道路に囲まれた工業地域に立地していることから、労働災
害、交通事故などの外傷患者を多く経験することができます。

医師
3年目

医師
4年目

医師
5年目 6年目以降

一宮西病院
藤田医科大学病院

掖済会病院
ER・ICU

一宮西病院

ER
1ヶ月 ICU5ヶ月

専門分野
研修
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年次ごとの到達目標
卒後年数 ER 一般病棟 HCU病棟（2023年）

3年目
前期

・気管挿管の適応を判断することができる。
・適切な酸素療法（HFNC,NPPVなど）を

選択することができる。
・人工呼吸器管理の適応を判断できる
・輸血療法の適応を判断できる
・腰椎穿刺を円滑に行うことができる
・鎮静の適応を判断できる
・電解質補正の適応を判断できる
・緊急血液浄化療法の適応を判断できる

・患者およびkey personと良好な関係性を
築ける

・problem listを挙げることができる
・適切な創傷ケアを行うことができる

・病態に応じた適切なカテコールアミンを選択
することができる

・動脈圧ラインの留置を行うことができる
・鎮痛、鎮静の適応を判断できる。

3年目
後期

・気管挿管を円滑に行うことができる
・電気ショック（同期、非同期）を実施できる
・心肺蘇生（成人）のリーダーができる
・ショックの初期診療を円滑に行うことが

できる
・IVRの適応を判断できる
・適切な抗痙攣薬を選択することができる
・頭部外傷の手術適応を判断できる

・適切な抗菌薬を選択することができる
・適切な輸液の管理を行うことができる
・適切な電解質補正を行うことができる
・「不穏」に対し適切に対応できる
・手術を要しない胸部外傷（肋骨骨折、胸骨

骨折）の入院管理を行うことができる

・適切な動脈圧ラインの管理を行うことができる
・中心静脈カテーテルを円滑に留置することが

できる。
・カテコールアミンの適切な容量調整を行うこと

ができる
・適切な鎮痛、鎮静を行うことができる

4年目
前期

・胸腔ドレナージを円滑に行うことができる
・骨髄路を確保することができる
・痙攣重積患者の初期診療を行うことができる
・小児患者の末梢静脈路を円滑に確保すること

ができる
・頭蓋内圧亢進の徴候を判別できる

・適切な血糖コントロールを行うことができる
・手術を要しない骨盤骨折の入院管理を行う

ことができる
・手術を要しない脊椎外傷の入院管理を行う

ことができる
・clinical questionを解決するために文献

検索を行うことができる

・緊急血液療法の導入ができる
・NPPV,HFNCの管理を行うことができる
・病態に合わせた人工呼吸器の設定変更ができる
・適切な血液製剤の選択、投与量の決定ができる



救急科

年次ごとの到達目標

医師年数 ER 一般病棟 HCU病棟（2023年）

4年目
後期

・重症外傷の初期診療を行うことが
できる。

・脱臼整復（肩関節、PIP関節）を
行うことができる

・動脈性出血（体表）の止血を行う
ことができる

・減張切開の補助を行うことができる

・胸腔ドレナージの管理ができる
・静脈路確保困難な症例において超音波を

用いた末梢静脈路確保を行うことが
できる。

・手術を要しない頭部外傷の入院管理を
行うことができる

・人工呼吸器の管理（導入から離脱まで）ができる
・痙攣重積患者の管理を行うことができる
・適切な栄養療法を選択できる
・抗凝固療法の適応を判断し、実施することができる

5年目
前期

・複雑な創傷の縫合処置を行うことが
できる

・シースの留置を行うことができる
・心嚢穿刺を実施できる
・重症小児患者の初期診療を行うこと

ができる

・PICCを留置することができる
・高血糖緊急症（DKA,HHS）の管理が

できる
・適切な鎮痛薬を選択することができる

・緊急血液浄化療法の管理ができる
・頭蓋内圧亢進に対し適切に対応できる
（体位、薬物治療、鎮静など）
・適切な体温管理（能動的復温、アークティックサン
）を行うことができる

5年目
後期

・指導者の監督のもと外科的気道確保
を行うことができる

・開胸心マッサージを実施できる
・Difficult Airway Managementが

できる
・心肺蘇生（小児）のリーダーができる

・クレーム対応することができる
・終末期医療における治療の減量、中止

を判断できる

・指導者の監督のもと気管切開を施行することが
できる

・tube introducerを用いた気道管理
（挿管困難症例:チューブ交換）ができる

・PCPSの導入ができる
・スパイナルドレナージを実施することができる
・頭蓋内圧モニター留置の補助ができる
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5年目到達目標（救急科専門医取得）

手技

[必須技術経験数]（45例）※15 項目につき各 3 例まで
①緊急気管挿管 ②電気ショック（同期・非同期）③胸腔ドレーン
④中心静脈カテーテル ⑤動脈カニュレーションによる動脈圧測定
⑥緊急超音波検査（FAST 含む） ⑦胃管の挿入と胃洗浄 ⑧腰椎穿刺
⑨創傷処置（汚染創の処置） ⑩簡単な骨折の整復と固定 ⑪緊急気管支鏡検査
⑫人工呼吸器による呼吸管理 ⑬緊急血液浄化法 ⑭重症患者の栄養評価と栄養管理
⑮重症患者の鎮痛・鎮静管理

[選択技術経験数]（30例以上）※20 項目 各 3 例まで
①気管切開 ②輪状甲状間膜穿刺・切開 ③緊急経静脈的一時ペーシング
④心囊穿刺・心囊開窓術 ⑤開胸式心マッサージ ⑥肺動脈カテーテル挿入
⑦IABP導入管理 ⑧PCPS導入管理 ⑨大動脈遮断用バルンカテーテル挿入
⑩消化管内視鏡による検査と処置 ⑪イレウス管挿入
⑫SBチューブ挿入管理 ⑬腹腔穿刺・腹腔洗浄
⑭ICPモニタ挿入 ⑮腹腔（膀胱）内圧測定 ⑯筋区画内圧測定
⑰減張切開 ⑱緊急IVR ⑲全身麻酔 ⑳脳死判定

救急科
専門医
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5年目到達目標（救急科専門医取得）

経験
症例

[心停止] 25例 [経験症例] 3 項目につき 5 例ずつ
①心停止（蘇生チームリーダー・MC体制下の指示）
②心停止（緊急薬剤投与）
③心停止（心拍再開後の集中治療管理）

[ショック] 5 例 [経験症例]
①ショック

[経験すべき症候] 30 例以上 [経験症例] 21 項目につき各 3 例まで
①意識障害 ②失神 ③めまい ③頭痛 ④痙攣 ⑤運動麻痺，感覚消失・鈍麻
⑥胸痛 ⑦動悸（不整脈を含む）⑧高血圧緊急症 ⑨呼吸困難 ⑩咳・痰・喀血
⑪吐血と下血 ⑫腹痛 ⑬悪心・嘔吐 ⑭下痢 ⑮腰痛・背部痛 ⑯乏尿・無尿
⑰発熱，高体温 ⑱倦怠感・脱力感 ⑰皮疹 ⑱精神症候

[重症病態の集中治療管理] 20 例以上 [経験症例10 項目につき各 3 例まで
①頭蓋内圧亢進 ②急性呼吸不全（ARDS） ③急性心不全 ④急性肝障害、肝不全
⑤Acute Kidney Injury ⑥敗血症 ⑦多臓器不全 ⑧電解質・酸塩基平衡異常
⑨凝固・線溶系異常 ⑩救急・集中治療領域の感染症

救急科
専門医



救急科

5年目到達目標（救急科専門医取得）

経験
症例

[外因性救急疾患] 20 例以上 [経験症例] 14 項目につき各 3 例まで
①頭部外傷 ②脊椎・脊髄損傷 ③顔面・頸部外傷 ④胸部外傷 ⑤腹部外傷
⑥骨盤外傷 ⑦四肢外傷 ⑧多発外傷 ⑨重症熱傷・気道熱傷・化学熱傷・電撃症
⑩急性中毒 ⑪環境障害（熱中症・低体温症・減圧症等）・溺水
⑫気道異物、食道異物 ⑬刺咬症 ⑭アナフィラキシー

[専門領域との連携] 6 例以上 [経験症例] 6 項目につき各 3 例まで
①小児科領域の救急患者 ②精神科領域の救急患者
③産婦人科領域の救急患者 ④泌尿器科領域の救急患者
⑤眼科領域の救急患者 ⑥耳鼻咽喉科領域の救急患者

救急科
専門医
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週間スケジュール

時間帯 月 火 水 木 金

午前 8:20～
12:00 救急車対応 救急車対応 救急車対応 救急車対応 救急車対応

午後 12:00～
17:00

ウォークイン
救急車対応

ウォークイン
救急車対応

ウォークイン
救急車対応

ウォークイン
救急車対応

ウォークイン
救急車対応

夕刻 17:00～
18:00

症例振返り
カンファレンス

症例振返り
カンファレンス

専攻医ピットフ
ォール相談会

症例振返り
カンファレンス

症例振返り
カンファレンス

症例振返り
カンファレンス

専攻医
ERハンズオン

☑ 毎日17時より症例振り返りカンファレンスの実施
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専門医資格一覧

新専門医制度におけるダブルボード（総合内科、外科、整形外科、麻酔科、脳神経外科など）やサブスペシャリティ
領域の専門医も取得できます

資格名 施設基準
（一宮西病院） 備考

救急科専門医 〇 最短6年目に取得可能。

▶サブスペシャリティ領域（日本専門医機構の規定に従う）

資格名 備考

集中治療専門医 麻酔科にて取得可能。

消化器内視鏡専門医 当院にて取得可能。

脳卒中専門医 当院にて取得可能。

感染症専門医 当院にて取得可能。基本領域と合わせて6年以上の経験

腹部救急認定医 当院にて取得可能。


