
研修医１年目経験症例　【救急・総合診療科】
年齢 主訴 疾病 来院方法

○月 30代 左側腹部痛 尿路結石 救急車
80代 痙攣発作 救急車
90代 発熱 細菌性肺炎 walk-in
50代 左大腿部付近の傷み 左人工股関節脱臼 救急車
90代 発熱 walk-in
小児 左肘の疼痛 左肘打撲 walk-in
50代 ショック、高血糖、悪心・嘔吐 DKA 救急車
小児 交通事故後 左指打撲 walk-in
小児 ハチ刺され ハチ刺され walk-in
80代 発熱 walk-in
20代 左下腹部痛 尿路結石 救急車
70代 左第1趾打撲 打撲傷 walk-in
70代 動悸 PSVT walk-in
90代 腰背部痛 胸椎圧迫骨折 walk-in
10代 痙攣、頻呼吸 過換気症候群 救急車
50代 CPA 救急車
90代 右手の脱力 脳梗塞 walk-in
50代 頻呼吸、SpO2低下 閉塞性肺炎、HHS 救急車
90代 下腹部痛 敗血症性ショック、子宮留膿腫、慢性心不全 救急車
70代 左前胸部絞扼感、失神 狭心症疑い、薬剤性失神 walk-in
60代 遭難救助後 うつ病、脱水、横紋筋融解症 救急車
70代 意識レベル低下 脳幹梗塞疑い 救急車
90代 発汗、SpO2低下 walk-in
80代 発熱 尿路感染症 walk-in
80代 腰痛 腎盂腎炎 救急車
90代 発熱、嘔吐、酸素化不良 蜂窩織炎 救急車
50代 発熱、後頚部痛 皮下膿瘍、蜂窩織炎 救急車
90代 意識障害 右視床梗塞 walk-in
80代 発熱、意識障害 蜂窩織炎、十二指腸潰瘍 救急車
50代 交通外傷、腰部痛 腰部打撲傷 walk-in
50代 交通外傷、頚部違和感 頚椎捻挫 walk-in
50代 嘔吐、右上腕皮下出血 右上腕脱臼骨折 walk-in
40代 回転性めまい 前庭神経炎疑い 救急車
80代 意識障害 急性薬物中毒 救急車
70代 意識障害 てんかん 救急車
50代 前胸部皮下出血 walk-in
70代 発熱、酸素化不良、意識レベル低下 気道閉塞、肺炎、脱水 救急車
50代 CPA 救急車
70代 胸痛、呼吸困難 細菌性胸膜炎疑い 救急車
80代 意識レベル低下 脱水症、熱中症疑い 救急車
80代 左肘、左前胸部痛 肋骨骨折 walk-in
40代 上腹部痛、黒色便、ショック 胃潰瘍穿通疑い walk-in
80代 意識レベル低下 痙攣発作 救急車
80代 下痢、嘔吐 急性胃腸炎 walk-in
90代 右足打撲、頭部打撲 右足打撲、頭部打撲 walk-in
90代 頭痛、腹痛、下痢 頭部打撲 walk-in
90代 左股関節痛 左恥骨、坐骨骨折 walk-in
70代 腹痛、嘔吐 汎発性腹膜炎 救急車
80代 便秘 便秘症 walk-in
60代 転倒、頭部打撲 頭部打撲傷 救急車
70代 胸痛、呼吸困難 胸膜炎疑い、徐脈頻脈症候群 walk-in
80代 食欲不振 脱水症、腎不全 救急車
40代 顔面打撲 顔面打撲、肝障害 救急車
70代 発熱、全身痛 Th12圧迫骨折疑い、化膿性脊椎炎疑い 救急車
20代 犬咬傷 犬咬傷 walk-in
50代 めまい、後頚部痛 脱水症疑い walk-in
90代 発熱、SpO2低下 MRSA肺炎、菌血症、尿路感染 walk-in
80代 発熱、悪寒戦慄 尿路感染症疑い、脱水症 救急車

○月 50代 悪心・嘔気 脱水症 walk-in
10代 熱中症様症状 脱水症、PVC 救急車
80代 発熱、SpO2低下 両側性肺炎 救急車
40代 嘔気、両足痙攣 脱水症 救急車
70代 物が二重に見える walk-in
80代 右股関節痛 右大腿骨頚部骨折、心臓粘液腫疑い 救急車
80代 左大腿部痛 左大腿骨遠位端骨折 救急車
20代 腹痛 生理痛 救急車
70代 発熱、酸素化不良 横紋筋融解症、脱水、悪性症候群疑い walk-in
80代 左膝腫脹 蜂窩織炎疑い walk-in
80代 全身倦怠感 脱水症 救急車
80代 失神、上腹部痛 状況失神、急性膵炎、胆管炎 救急車



30代 発熱、頭痛 感冒 walk-in
80代 発熱、SpO2低下 熱中症 walk-in
60代 胸がつらい 心房細動 walk-in
90代 左前額部腫脹、嘔吐、頚部痛 急性硬膜下血腫、頚椎骨折 救急車
80代 めまい 救急車
80代 CPA 救急車
90代 呼吸不規則、冷汗 うっ血性心不全、肺炎疑い walk-in
80代 右大腿部疼痛 右大腿骨頚部骨折 救急車
50代 動悸、嘔吐 めまい症 救急車
60代 嘔気 急性アルコール中毒 救急車
60代 痙攣症状 アルコール離脱症疑い 救急車
70代 下肢の脱力 脱水症 救急車
70代 ふらつき、転倒 右視床梗塞 救急車
10代 ボート　転倒 右大腿部打撲傷 救急車
70代 右上下肢の脱力 慢性硬膜下血腫 walk-in
70代 ふらつき、転倒 頭部打撲 救急車
20代 全身の膨疹 蕁麻疹 walk-in
60代 痙攣発作 痙攣発作 walk-in
80代 左殿部痛 左大腿部頚部骨折 救急車
80代 発熱 胆嚢炎、胆管炎 walk-in
70代 発熱、咽頭痛、咳、倦怠感 細菌性肺炎 救急車
70代 胸痛、動悸 PSVT 救急車
50代 嘔吐、指痙攣 熱痙攣、脱水症 walk-in
10代 発熱、頭痛、咽頭痛 急性上気道炎 walk-in
60代 筋肉痛、関節痛、胸部不快感 walk-in
60代 失神、意識障害 循環器系疾患に伴う失神疑い 救急車
50代 胸痛、呼吸苦 狭心症の疑い 救急車
50代 右下腹部痛、下肢の痙攣 脱水症、熱痙攣 救急車
60代 右側頭部打撲 右側頭部打撲 救急車
70代 動作困難 心不全、腎後性腎不全 救急車
40代 左後頭部打撲、右肘打撲 左後頭部打撲、右肘打撲 救急車
70代 嘔気、嘔吐、ふらつき 脱水症 walk-in
30代 腹部膨満感、全身倦怠感 アルコール性肝硬変 救急車
90代 発熱、酸素化低下 両側気管支肺炎 救急車
50代 頭痛、嘔気 脱水症 救急車
50代 両下肢の筋肉硬直 脱水症、熱痙攣 救急車
80代 左下腿の麻痺 急性動脈閉塞症 救急車
90代 胸部不快感 狭心症の疑い 救急車
60代 呼吸困難感 心不全、COPD 救急車
80代 尿が出ない walk-in
60代 めまい、倦怠感 脱水症 walk-in
30代 頭痛、倦怠感 脱水症 walk-in
40代 嘔吐、下痢 急性胃腸炎 救急車
40代 発熱、歩行困難 頚部化膿性脊椎炎の疑い walk-in
80代 発熱、全身倦怠感 化学療法の副作用疑い walk-in
50代 転倒 アルコール依存症 walk-in

○月 70代 低血糖症 低血糖症 救急車
70代 発熱、酸素低下、意識レベル低下 誤嚥性肺炎、HHS 救急車
30代 失神、熱中症疑い 脱水症、てんかんの疑い 救急車
70代 右足打撲 右足打撲 walk-in
60代 全身痛、呼吸苦 癌性疼痛 救急車
80代 嘔吐、上腹部違和感 迷走神経反射疑い 救急車
30代 腹痛、頭痛、下痢 急性胃腸炎 walk-in
30代 便が緩い 便異常 walk-in
90代 発熱 左下葉肺炎 walk-in
20代 発熱 感冒 walk-in
70代 呼吸困難感 心不全、誤嚥性肺炎 救急車
70代 腰痛 腰部脊柱管狭窄症 walk-in
40代 発熱 腎盂腎炎疑い walk-in
80代 右肩痛、発熱 腎盂腎炎疑い 救急車
70代 嘔吐、ショック 出血性胃潰瘍 救急車
70代 ふらつき、食欲不振 起立性低血圧 walk-in
80代 左殿部痛 左大腿骨頚部骨折 救急車
40代 右腰部痛、右側腹部痛 右尿路結石 救急車
60代 CPA 救急車
50代 頭痛、嘔吐、意識障害 脳出血 救急車
70代 記憶障害 一過性全健忘 救急車
60代 立ちくらみ、めまい 迷走神経反射疑い 救急車
小児 左鎖骨痛 左鎖骨骨折 救急車
80代 ショックバイタル 迷走神経反射、アナフィラキシーショック疑い walk-in
60代 発熱、関節痛 熱源不明 walk-in
30代 右肩痛 右上腕骨頚部骨折 救急車



80代 頭痛 高齢者うつ疑い 救急車
70代 膨疹 蕁麻疹 walk-in
40代 腹痛、背部痛 腹痛 救急車
70代 転倒、鼻中挫創 鼻骨骨折 救急車
80代 右手首痛、歩行困難、酸素化低下 右橈骨遠位端骨折、右上腕骨近位部骨折、右坐骨骨折 救急車
70代 左第5指切創 左小指切創 walk-in
60代 上腹部痛、胃不快感 十二指腸潰瘍疑い 救急車
80代 めまい、嘔吐 末梢性めまい 救急車
50代 筋痙攣 筋痙攣 walk-in
80代 意識障害 脳梗塞 救急車
60代 頭部打撲、出血 頭部打撲 救急車
80代 腰痛、嘔吐、尿失禁、発熱 後腹膜血腫、細菌性肺炎 救急車
70代 意識障害、高血糖 脳出血、DKA 救急車
80代 全身関節痛 PMR疑い 救急車
80代 右眼瞼切創 右眼瞼切創 救急車
40代 泥酔、頭部打撲 泥酔、頭部打撲 救急車
10代 右環指切創 右環指切創 walk-in
70代 CPA 救急車
40代 交通外傷 胸骨骨折 救急車
80代 発熱、酸素化低下 慢性間質性肺炎、気管支肺炎 walk-in
80代 CPA 救急車
40代 右下腹部痛 尿路結石症 救急車
50代 バイク事故 左鎖骨骨折、左多発肋骨骨折、胸骨骨折、左気胸 救急車
70代 右眉間切創 右眉間切創 walk-in
80代 左膝痛、右骨盤痛 打撲傷 救急車
70代 下痢、嘔吐、発熱 急性腸炎 walk-in
80代 後頭部打撲 後頭部血腫 救急車
30代 全身倦怠感 walk-in
80代 下痢、嘔吐 急性腸炎 walk-in
70代 発熱、体動困難 尿路感染症 救急車
80代 発熱、体動困難 肺炎 救急車
60代 発熱、血圧低下 発熱 救急車
70代 後部切創、呂律困難、吐き気 脳挫傷、外傷性くも膜下血腫、慢性硬膜下血腫 救急車
60代 前胸部痛、右膝痛、右母趾痛 右第1肋骨骨折、胸骨骨折、右母趾末節骨骨折 救急車
80代 体動困難 薬剤性、アルコール性 救急車
70代 頭部打撲 急性硬膜下血腫 救急車
80代 窒息 窒息 救急車
60代 右殿部痛 坐骨神経痛疑い 救急車
60代 体の震え、動悸 過換気症候群、右肩関節打撲傷 救急車
80代 腰痛 変形性腰椎症 救急車
80代 鼻根部切創 鼻根部打撲 救急車
60代 左片麻痺、構音障害 心原性脳梗塞 救急車
30代 左下腿挫滅 walk-in


