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* 二次救急拠点病院…入院治療や手術が必要な重症の救急患者さんを中心に救急隊や地域の医療機関と連携し 24時間、365 日内科・外科救急患
者さんの診療を行う病院。

　当院では横浜市の *二次救急拠点病院として地域の医療機
関、救急隊と連携し、入院治療が必要な患者さんを中心に救

急センターで救急対応を行っています。

　当院救急センターと患者さんをつなぐ役割を 24 時間 365

日担っているのが、横浜市消防局の救急隊の皆さんです。

　今回は、横浜市消防局港南消防署を訪問し、救急救命士で

ある鈴木克史さんに日頃の活動や救急隊から見た南部病院に

ついて伺いました。併せて当院救急センターを紹介します。

鈴木さんから見た南部病院の
イメージを教えてください。

　南部病院は二次救急拠点病院として登録されていて
施設も整っており、経験のある医師が従事していると
いう安心感があります。私たちも信頼している病院の

一つです。
処置がしっかりできる専門的な医師が
いるというのは大切なことですね。
循環器系、小児科については横浜市
でもトップクラスの受入状況で、
迅速で的確な処置をしてもらっ
ているのでとても助かってい
ます。

どのような経緯をたどって南部病院に
救急車搬送するのですか。

　消防司令センターに市民の方から連絡が入ると電話
を受けながら症状を入力し、患者さんのいる場所を検
索します。緊急を要すると判断した場合、一番近い救
急隊を探して出動させるというシステムです。現場に
着いて重症度・緊急度を判断し、心肺停止というよう
な非常に緊急性の高い場合は、消防司令センターに連

絡して救急指導医に指
示を仰ぎます。　
　極めて生命に危険が
及ぶ場合は救命救急セ
ンターに搬送します。
南部病院は二次救急拠
点病院ですので直近で
受け入れ可能であれば、搬送するようにしています。
搬送後には病状、救急隊の処置内容、病院の通院歴、
薬の使用歴等を医師に伝え、処置がスムーズにいくよ
うにします。

南部病院では医師と救急隊が参加する
研修会を毎月開催していますが、参加

された感想をお聞かせください。

特集

横浜市消防局港南消防署　救急救命士（警備第二課　救急係長）鈴木 克史さん

　　南部病院と
救急隊との協働

消防司令センター

研修会の様子
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　研修会には多くの救急隊員が参加していますが、勤
務の都合上参加できなかった職員にもフィードバック
するようにしています。この研修会には消防隊の隊員
も参加をさせてもらっています。患者さんの症状に応
じて救急隊と共に消防隊も現場に行くことがあるので、
このような研修会で消防隊の隊員も勉強できるという
のはとてもいいことです。また救急活動で迅速な対応
をするには救急隊と医師のあうんの呼吸というのが必
要ですから、お互いに顔の見える関係の構築をしてい
くことが大事だと思います。研修会等の機会を利用し
てこれからも連携を深めていきたいです。

最後に、地域の方への
お願いはありますか。

　最近よく耳にされることも多いとは思いますが、救
急車の出動件数が激増しています。前年の港南区救急
件数は 4,752 件でしたが、今年は 6月 25日現在で既
に前年を 250 件上回る 5,009 件の救急出動をしてい
ます。横浜市全体でも同じ傾向が見られます。緊急に

救急車を必要としている人のために自分で病院を受診
できる場合には、自力受診してもらうこと、健康につ
いての関心を持ちインフルエンザや熱中症対策をして
もらうこと、お子さんの玩具による誤飲などを防ぐ安
全教育をしてもらうことをお願いしたいと思います。
　また、9月 7日（土）に港南台バーズで救急フェア
を開催します。多くの方に来ていただきたいです。

取材を終えて…
　今回の取材で南部病院の医師と救急隊との連携の大切
さを再認識したとともに、救急隊の活動によって私たち
の生活が支えられているのだと改めて実感しました。
　お話をしていく中で救急隊として使命感を持って活
動されていることが伝わってきて、鈴木さんをはじめ
救急隊員の皆さんが活動してくれていることはとても
安心でき、いざというときには心強いという印象を受
けました。南部病院はこれからも救急隊とのつながり
を大切にし、救急医療体制を充実させていきたいと思
います。

横浜市救急医療情報センターのご案内
救急医療情報・相談ダイヤル

急な病気やケガをした時に診てくれる病院や診療所を知りたいときはこちらへご連絡ください。
ＴＥＬ：＃７４９９（ナースキューキュー）

または
ＴＥＬ：０４５－２０１－１１９９

　救急センターは、救急専門医が常駐し、ス
タッフ 6 名（救急医 2 名、研修医 2 名、看
護師 2名）で診療にあたっています。
　心肺停止患者に関しても、救急専門医が常
駐することにより来院前から高度救命処置
に対する院内の準備体制が確立され、社会復
帰をめざした蘇生後の医療を循環器内科のス
タッフとともに協力して提供できるようにな
りました。また、現在院内の急変時対応に関
する体制づくりを実施しています。
　心肺蘇生、外傷初期対応、集中治療、災害医療を含めた救急医療に関する研修医教育、その他の職種とも連
携を図るチーム医療にも力をいれています。

南部病院では、救急車で搬送される患者さんを中心に診療を行います。
南部病院救急センターの受診相談方法：事前にお電話でお問い合わせください。

ＴＥＬ：０４５－８３２－１１１１（代）

南部病院の救急センターについて

当院の救急スタッフ
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　突然ですが、みなさんは１日何回歯みがきをし

ますか？最近は口腔ケアに対する意識の向上か

ら、１日２回以上歯みがきをしている人が多く、

虫歯の数も減少してきていますが、実際に病気に

なって手術を受けることになったらどうでしょう

か？手術後は傷の痛みやだるさで歯みがきどころ

ではないかもしれません。しかし、たとえ手術後

に食事ができなくても、きちんと歯みがきをしな

いとお口の中はバイ菌が増殖してプラーク（歯垢）

が溜まっていってしまいます。

　プラーク中のバイ菌の数は便と同等もしくはそ

れ以上と言われています。手術後の抵抗力の落ち
た状態で、このバイ菌を飲み込んで手術した部位
（主に頭頸部、肺、消化管）で繁殖したり、血液
の流れに乗って心臓で繁殖したら・・・。手術が
バッチリ完璧に終わっても、手術後にバイ菌感染
が起きてしまっては元も子もありません。

　これは手術の患者さんに限ったことではありま

せん。抗がん剤治療や放射線治療によって免疫力

の低下した患者さんでは、口腔ケアが不十分にな

ることで口内炎の悪化を来したり、口腔内のバイ

菌が血液中で繁殖して敗血症を起こしてしまうこ

とがあります。また、脳梗塞などで寝たきりになっ

てしまった患者さんでは、バイ菌を
誤嚥して肺炎を起こしてしまうこと
があります。どちらも命にかかわる
危険のある合併症です。

　平成 24年度から新たにスタートし

たがん基本対策法のなかで、これら

に対応するべく「がん患者の口腔ケ

アへの取り組み」が示され、平成24
年度診療報酬に周術期口腔機能管理
が新設されました。これは「がんの
全身麻酔による手術」前後の口腔ケ

アによる術後合併症の予防と、「抗が

ん剤や放射線によるがん治療」を行

う場合の口内炎や口腔内感染症（む

し歯や歯周病など）に対する口腔ケ

アをがん治療の支持療法として位置

づけ、治療の質の向上を目指すもので

南部病院の口腔ケアへのとりくみ

私たちが口腔ケアを行っています

口の中の細菌による感染経路
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プラーク

誤嚥性肺炎
人口呼吸器関連肺炎

心内膜炎

菌血症・敗血症

糖尿病

冠動脈
疾患

早産
低体重児

細菌

お口の健康から心身の健康！！！

す。つまり、がん治療の前にきちんと口腔ケアを

行うことを国が推奨しているのです。

　現在南部病院口腔外科では、歯科医師・歯科衛

生士が医師・看護師と連携して患者さんのさまざ

まな状況に対応して口腔ケアのお手伝いを行って

います。たとえば口腔外科の手術前後には、歯

科衛生士による専門的な口腔内清掃（機械清掃

や歯石除去など）を行い、術後感染や合併症の予

防を行っています。また、がんや白血病で手術

　前述したような患者さん以外にも、糖尿病患者

さんや妊婦さんなど、口腔ケアを必要とする患者

さんはたくさんいらっしゃいます。これまではマ

ンパワー不足で十分な活動ができているとは言え

ませんでした。しかし、平成 25 年度より常勤歯科

医師が増員され、少しずつ口腔ケアに力を入れる

ことができるようになってきました。１本の歯ブ

や放射線治療、抗がん剤治療を受ける患者さんに

は、治療開始前になるべく口腔外科を受診してい

ただき、口腔内清掃やブラッシング指導を行って

治療を円滑に進められるようにお手伝いをしてい

ます。脳梗塞などで動けない患者さんには、病棟

からの要請に応じて病室まで往診に伺い、看護師

さんへの口腔ケアのアドバイスや口腔内の刺激に

よるリハビリテーション効果を狙った口腔ケアを

行っています。

ラシで精神的・肉体的に治療効果を高めることが

できることを、より多くの患者さんに知っていた

だき、チーム医療としての専門的口腔ケアを着実
に広げていくことが私たちの責務と考えています。

口腔ケア症例

 

Before After（2週間後）

治療

品質的
口腔ケア

機能的
口腔ケア

歯科治療
粘膜炎治療

リハビリ
テーション口腔清掃

義歯清掃
清掃指導

当院では各病棟で「口腔ケア」をさせて
いただいています。より多くの患者さん
が「口腔ケア」の必要性を理解いただき、
病気が治り元気になって幸せな生活が送
れることを願っています。

済生会横浜市南部病院　口腔外科部長
青木　紀昭

医師名 職位 専門分野 専門医資格等
青木　紀昭 歯科口腔外科

部長
顎変形症・
矯正センター長

口腔外科全般 医学博士
口腔外科専門医
オーラルケア認定医
日本矯正学会会員
顎顔面インプラント
学会指導医
口腔がん暫間教育医

馬場　隼一 医員   
南山　周平 医員   
宮崎　千佳 非常勤 口腔外科全般 医学博士

口腔外科専門医
オーラルケア認定医

スタッフ紹介
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薬剤部
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　お年寄りは、体内の水分量が少なく、水分や電解質を体にとどめておく機能も低下しています。そのため、
普段より多く汗をかくだけで水・電解質が不足してしまい、脱水になりやすくなります。脱水状態になる
と血圧低下・脳血流減少により、立ちくらみやめまいがするといった症状がでます。
　また、幼児は代謝が活発であるため、大人が気づかないうちにたくさんの水分を失っているときがあり
ます。大量の発汗の後や、元気がない、ぐったりしているなどお子さまの変化を見逃さないことが重要です。
　
【自分でできる脱水の診断方法】
　 手足が冷たくなっている。
　 爪を押したあと、色が白色からピンク色に戻るまで３秒以上かかる。
　 手の甲の皮膚を引っ張って、元の状態に戻るまでに３秒以上かかる。
　
【脱水症の予防方法】
　脱水症は重度になると病院で点滴による治療が必要になる場合があります。最近、テレ
ビのコマーシャルでも流れているように脱水症は予防がとても重要です。一般に脱水症を
おこすと体から失われた水分・電解質を点滴で補いますが、最近は経口補水液と呼ばれる
ナトリウムとブドウ糖の濃度を調整し脱水によって失われた水分や塩分をすばやく補給で
きる飲料が市販されています。経口補水液は、感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、
お年寄りの経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態の予防・改善に適しています。
　
【経口補水液を自分で作ってみましょう】

【まとめ】
　脱水にならないよう、外出時にはこまめに水分補給を行いましょう。脱水状態になってしまったら、早
めに医療機関を受診すると共に経口補水液を積極的に摂取して脱水対策を早めに行いましょう。暑い日が
続きますが、熱中症・脱水症対策を万全にして、この夏を乗り切ってください。

お 立ち 情報！！薬連載

脱水予防にはスポーツドリンクでも代用できま
すが市販のスポーツドリンクには糖分が多く含
まれているため飲みすぎには注意が必要です。
現在市販されている経口補水液として、OS-１
（オーエスワン）がありますが経口補水液はご
家庭でも作ることができますのでお試しくださ
い。

+ +
砂糖 40g
上白糖大さじ
4と 1/2

食塩 3g
小さじ 1/2

水 1
リットル

好みでレモンやグレープフルーツなどの果汁を加えることにより飲み
やすくなり、カリウムやビタミンの補給になります（1/2～1個程度）

注意点：1度にたくさん作りすぎないように！
　　　　衛生的には少なく作って短時間に飲みましょう！

「脱水対策ってどうして必要？」
　　
　いよいよ夏のシーズンになりました。蒸し暑い夏は、過度の発汗により脱
水を起こしやすい時期です。進行するまで気づきにくい脱水症は放置すると
重度の熱中症に進展してしまうので注意が必要です。

　今回は脱水の早期発見と予防のポイントについてご紹介します。

やく

薬剤師　安岡　晋吾
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（オーエスワン）がありますが経口補水液はご
家庭でも作ることができますのでお試しくださ
い。

+ +
砂糖 40g
上白糖大さじ
4と 1/2

食塩 3g
小さじ 1/2

水 1
リットル

好みでレモンやグレープフルーツなどの果汁を加えることにより飲み
やすくなり、カリウムやビタミンの補給になります（1/2～1個程度）

注意点：1度にたくさん作りすぎないように！
　　　　衛生的には少なく作って短時間に飲みましょう！

「脱水対策ってどうして必要？」
　　
　いよいよ夏のシーズンになりました。蒸し暑い夏は、過度の発汗により脱
水を起こしやすい時期です。進行するまで気づきにくい脱水症は放置すると
重度の熱中症に進展してしまうので注意が必要です。

　今回は脱水の早期発見と予防のポイントについてご紹介します。

やく

薬剤師　安岡　晋吾

栄養部だより

実行するほど体にやさしい減塩  ―要は慣れ―
栄養部 02

味付けを薄くしたり、調味料を余分にかけない努力をする
表面に味をつける工夫をする（煮物は味をしみ込ませない、食べる時に食塩、醤油をつける）
味付けに使用する砂糖の量を減らす
薄味の物足りなさを酸味（レモン、酢）や香り（香辛料、生姜、にんにく、しそ、柚子の皮等）で補う
減塩調味料やもともと食塩の少ない調味料（だしわり醤油、ポン酢）を利用する

食塩を含む加工品は日常的、習慣的に使用を控える。食べるとしても醤油等をかけない
外食を控える。外食する場合は、店の調味料は使わない。汁物、漬け物などは残す
市販の弁当等に付いているパック調味料は使わない
市販品に表示されている栄養成分表示の「食塩相当量」を確認する習慣をつける

食塩の制限＝Naの制限
栄養成分表示の中の「Na量」に注意を払う
Na量から食塩相当量を計算する習慣をつける→食塩相当量 (g)＝Na量 (mg)×2.54÷1000
化学調味料はNaが多いので使用しない。また化学調味料を含む食品や外食を避ける
海草、スポーツドリンクはNaが多いので、過食・過飲しない

※次回は「0kcal の商品と低エネルギーのおやつ」を予定しています。

１. 食塩（ナトリウム )と血圧の関係
　食塩はナトリウム(Na)と塩素（Cl）の化合物です。塩辛いと感じるのは塩素ですが、
減塩に必要なのはナトリウムの方です。
　人間の体は約60％が水分で、その中に約0.8％の食塩（ナトリウム）が含まれてい
ます。１Ｌの水に食塩 8ｇが溶けている濃度です。ナトリウムは体の中では水分の
量を調節したり、神経や筋肉に必要な働きをします。その一方で、余分に食塩を摂
ると、体の塩分濃度が上がり、これを 0.8％に調節するために水を飲むことになり
ます。その結果、血液量が増えて血圧が上がりやすくなります。また余分な食塩は
体内では不要なため、95％以上が腎臓から尿と共に排泄されます。これらのことが
長い年月をかけて血管、心臓、腎臓などに負担をかけることになるのです。

２．食塩の摂り過ぎに注意する
　厚生労働省は、食塩は１日男性9.0ｇ、
女性 7.5ｇ未満にするように勧めてい
ます。また、ＷＨＯ（世界保健機関）は
１日５ｇ未満を推奨しています。しか
し、昨年12月に厚生労働省が発表した「平成23年度国民健康・栄養調査結果」では、成人１日あたりの平
均食塩摂取量は男性 11.4g、女性 9.6g ということでした。長期的には減塩傾向にありますが、まだまだ食
塩の摂取量が多いのが実情です。
　高血圧、心臓病、腎臓病などの病気がある患者さんはさらにその量を減らさないと治療効果がないと言
われています。その量を１日６ｇ未満としています。病院でも普通食は９g 未満ですが、治療食は６ｇ未
満としています。
　人間は１日１～２ｇの食塩が摂取できれば、十分に生きられると言われています。まったく味付けをし
ない食事をしても、食品に含まれる食塩だけで３～４ｇは摂取しています。１日９ｇ未満とは、食品に含
まれる分と調味料に含まれる分をすべて合わせた量です。このため、調味料に使用できる食塩は５～６ｇ
で、１食あたり約 1.5～２ｇになります。最初はこの量では調理できないと考えてしまったり、美味しく
食べられないと思われるかもしれませんが、続けていくと徐々に慣れてきます。慣れると、美味しく感じ
られるようにもなります。また塩辛い食品の摂り過ぎは胃がんを起こしやすくすると言われています。

３．上手な減塩の方法

管理栄養士　志波　郁子

《１日の食塩摂取量》　
性別 目標量 現状の平均

厚生労働省
日本人の栄養摂取基準（2010）
ＷＨＯ（世界保健機関）

成人男性（18歳以上）
成人女性（18歳以上）
世界の人

  ９ｇ/ 日未満
7.5ｇ/ 日未満
  ５ｇ/ 日未満

11.4g/ 日
9.6ｇ/ 日

注意！ 高温環境での労働、運動時の高度発汗、長期の嘔吐・下痢では相当量の水分と食塩が失われることがあります。このような時は脱水にならないように、水分補給に加えて食塩の補給（１～２gで十分）が必要になります。

減塩を行う理由を理解する

薄味に
慣れる

食塩の多い
食品を

食べ過ぎない

Na（ナトリウム）
に注意する

急激に行わず、段階的に行う

Na
+ Cl -

「かける」より
「つける」

残す！
味噌汁と漬物で
食塩約3.5gの摂取

１L中のNa量≒４00mg
▼

　１L中の食塩量≒1.0g
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6月10日に
開院30周年を迎えました

記念イベントに多数の方のご参加をいただき、ありがとうございました。

南部病院は６月 10 日に 30 回目の開院記念日を迎えました。ススキが生える港南台に公
団の集合住宅が建ち始めたころ、昭和58年にうぶ声を上げました。30周年記念事業も盛
りだくさんで、６月１日の市民公開講座、13・14日の両日には看護フェスティバル、15日
は3団体の出演によるジョイントコンサートが行われ、「もう30年も経ったんですね」、「こ
れからも地域の病院として頑張ってください」など、イベントに参加した市民の方からたく
さんのお祝いの言葉をいただきました。ありがとうございました。これからもよろしくお願
いします。

【第125回　南部病院コンサート、そよ風大正琴コンサート】
日　　　時：8月 3日（土）午後２時～
場　　　所：南部病院１階　待合ホール
出　　　演：そよかぜ友の会の皆さん
お問い合わせ：南部病院事務局　経営企画課広報担当　TEL：045-832-1111 ㈹

【ブラック・ジャックセミナー】
日　　　時：8月 17日（土）　午後 1時 00分～午後 4時 30分
場　　　所：南部病院　4階講義室
内　　　容：内視鏡トレーニング体験他
　　　　　　※募集については港南区内中学校を通じて募集しました。（7月 5日〆切）

【第126回　南部病院コンサート、サウンドオブジョイコンサート】
日　　　時：9月 21日（土）午後 2時～
場　　　所：南部病院 1階　待合ホール
出　　　演：サウンドオブジョイの皆さん
お問い合わせ：南部病院事務局　経営企画課広報担当  TEL：045-832-1111 ㈹

【心肺蘇生講習会】
日　　　時：7月 18日（木）、8月 15日（木）、9月 19日（木）午前 11時 30分～
場　　　所：南部病院　1階待合ホール総合案内付近
お問い合わせ：南部病院救急診療科　TEL：045-832-1111 ㈹

【AEDと心臓マッサージの講習会】
日　　　時：8月 3日（土）、9月 7日（土）、10月 5日（土）
　　　　　　午前 11時 30分～午後 12時 30分
場　　　所：横浜市港南台地域ケアプラザ　多目的ホール
お問い合わせ：横浜市港南台地域ケアプラザ　TEL：045-834-3141
　　　　　　※事前に電話か直接来所にて予約をお願いします。

南部病院イベント情報（7月から 10月）

後記
編集 〒234-8503　横浜市港南区港南台 3-2-10

T E L ：045-832-1111（代表）
F A X ：045-832-8335
発行人：院長　今田　敏夫
編　集：南部病院広報委員会

社会福祉法人　済生会横浜市南部病院恩賜
財団

南部病院の基本方針
● 良質な地域医療、救急医療による地域への貢献
● 他の医療機関との密接な連携と、患者さん中心の医療の実践
● 医療・保健・福祉サービスの総合的な提供
● 地域医療関係者及び職員の相互研鑽

【肺がんの早期発見から最新の治療まで】

講　　師：呼吸器内科
　　　　　部　長　宮沢　直幹

　　　　　心臓血管・呼吸器外科
　　　　　副部長　禹　　哲漢

日　　時：平成 25年 9月 14日（土）　
　　　　　午後２時～４時
　　場　　所：神奈川県立地球市民かながわプラザ
　　　　　（あーすぷらざ）　5階　映像ホール
　　　　　JR本郷台駅下車　徒歩 2分
　　受　　付：入場無料・申込不要（直接会場へお越
　　　　　しください）
　　お問合せ：南部病院　地域医療連携室
　　　　045-832-1111（代）

南部病院市民公開講座

平成25年7月発行

Topics
写真で見るイベント紹介

南部病院トピックス

6月15日　ジョイントコンサート

6月13、14日
南部病院看護フェスティバル
2日間で延2000人の来場。
初のミニ講座は大評判

6月 1日
市民公開講座

パネルディスカッションと
荒木由美子さんの講演を行いました。

6月 22日
開院30周年記念式典
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