
 
 
 

 
 

News Release 
2019 年 2 月 25 日 

 株式会社ジュピターテレコム 
株式会社ＡＸＮジャパン 

日本各地で活躍する地域医療従事者に迫るミニ番組 
『SAVE A LIFE！命の最前線』を 

海外ドラマ『ナイトシフト 真夜中の救命医』本編前後に放送 
3 月 1 日（金）21 時から「J:COM テレビ」で放送 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
株式会社ジュピターテレコム（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井村 公彦）は、日本各地で活躍

する地域医療従事者にスポットを当てたミニ番組『SAVE A LIFE！命の最前線』を制作し、2019 年 3 月 1 日（金）か

ら J: COM のコミュニティチャンネル「J:COM テレビ」（「J:テレ」）で放送される、大人気海外ドラマ『ナイトシフト 真夜

中の救命医』本編の前後に放送いたします。 
 
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントがお届けする海外ドラマ専門チャンネル「AXN」（株式会社 AXN ジャパン、

本社：東京都港区、代表取締役社長：滝山 正夫）で 4 月 2 日（火）23 時にスタートする「ナイトシフト 真夜中の救命

医」（シーズン 4）は、「ER 緊急救命室」「グレイズ・アナトミー」に続く注目のメディカルドラマとして、2014 年 5 月に

全米ネットワークの NBC で放送スタート。2017 年には最終シーズンとなるシーズン 4 がアメリカで放送された大人

気シリーズです。AXN でのシーズン 4 放送を前に、「J：テレ」ではシーズン 1～3 の中から選りすぐりの 7 話とシーズ

ン 4 の第 1 話を特別放送いたします。 
 
また、日本全国の地域に密着した番組を制作している J:COM ならではの取り組みとして、北海道から福岡まで全国

8 つの地域で活躍する医療従事者にスポットをあて、地域医療の“いま”の模様を 2 分のミニ番組に収めた『SAVE 
A LIFE！命の最前線』を制作し、ドラマ『ナイトシフト 真夜中の救命医』の本編前後に放送し、ドラマと共により医療

現場を知っていただけます。 
北海道の緊急医療のドクターヘリでの活動を紹介、東京の最先端の技術を駆使した手術支援ロボット「ダビンチ」を

使った腎移植の第一人者を紹介、また福岡の人口 300 人あまりの離島で唯一の診療所で患者に寄り添う若手医師

の紹介等、日本とアメリカの「命の最前線」で活躍する医療従事者の奮闘をこの機会にぜひ、ご覧ください。 
 
「“地域発”のコンテンツを“全エリア”へ」をコンセプトに展開する「J：テレ」では、地域の魅力を発信するとともに、

J:COM が提供する多彩なコンテンツをお楽しみただくきっかけとなるべく、「AXN」など、さまざまな専門チャンネルと

連携し、ケーブルテレビならではの魅力を発信してまいります。 
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＜ミニ番組『SAVE A LIFE！命の最前線』のイメージ＞ ＜大人気海外ドラマ『ナイトシフト 真夜中の救命医』＞ 



＜放送概要＞  

放送チャンネル 

◆J:COM テレビ（「J:テレ」） 
…J:COM 対応済みの建物にお住いの方はどなたでも無料で視聴可能 
【札幌・仙台・関東エリア】10ch 【関西・福岡・北九州エリア】12ch 
【下関エリア】111ch        【熊本エリア】11ch 
 
 
◆AXN HD 海外ドラマ 
J:COM TV 加入者は 559ch＊ 

J:COM TV 未加入者の視聴方法 （http://axn.co.jp/howtowatch） 
＊「J:COM TV」のスタンダードプラス、スタンダード、セレクト（B「ドラマ」）いずれかの有料契約が必要

です 

J:COM テレビ 
放送スケジュール 

 
※（ ）内はミニ番組 
『SAVE A LIFE！命の
最前線』 
で紹介される地域 

3/1 （金）夜 21：00～  『ナイトシフト 真夜中の救命医』シーズン 1 #1 
             （本編前：北海道・ドクターヘリ編 / 本編後：福岡・離島医療編） 
 
3/2 （土）夜 21：00～   『ナイトシフト 真夜中の救命医』シーズン 1 #2 
             （本編前：仙台・ロコモ予防編 / 本編後：東京・最先端手術編） 
 
3/8 （金）夜 21：00～   『ナイトシフト 真夜中の救命医』シーズン 1 #3 
             （本編前：京都・救命救急編 / 本編後：埼玉・地域包括ケア編） 
 
3/9 （土）夜 21：00～   『ナイトシフト 真夜中の救命医』シーズン 1 #4 
             （本編前：東京・スポーツドクター編 / 本編後神奈川・看護師編） 
 
3/15（金）夜 21：00～   『ナイトシフト 真夜中の救命医』シーズン 3 #1 
            （本編前：東京・最先端手術編/本編後：東京・スポーツドクター編） 
 
3/16（土）夜 21：00～   『ナイトシフト 真夜中の救命医』シーズン 3 #2 
             （本編前：埼玉・地域包括ケア編/本編後：北海道・ドクターヘリ編） 
 
3/22（金）夜 21：00～   『ナイトシフト 真夜中の救命医』シーズン 3 #3 
             （本編前：神奈川・看護師編 / 本編後：仙台・ロコモ予防編） 
 
3/23（土）夜 21：00～   『ナイトシフト 真夜中の救命医』シーズン 4 #1 
             （本編前：福岡・離島医療編 / 本編後：京都・救命救急編）  
 

J:COM テレビ 
WEB サイト http://www2.myjcom.jp/special/jtele/tv/dor/1703/1703_dor01.shtml 

※放送内容は、予告なく変更となる場合があります 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://axn.co.jp/howtowatch


＜『ナイトシフト 真夜中の救命医 シーズン 4』放送概要＞ 

放送チャンネル 

AXN  HD 海外ドラマ 
・J:COM TV 加入者は 559ch 

「J:COM TV」のスタンダードプラス、スタンダード、セレクト（B「ドラマ」） 
いずれかの有料契約が必要です 
 

・J:COM TV 未加入者の視聴方法 （http://axn.co.jp/howtowatch） 

放送スケジュール 

シーズン 3（全 13 話）一挙放送 
【字幕版】3 月 24 日（日）、31 日（日） 15:00～ 
 
シーズン 4（全 10 話）レギュラー放送 
【字幕版】4 月 2 日（火）23:00～ 
【二ヵ国語版】4 月 3 日（水）11:00～ 

ドラマ紹介 

救命医たちの活躍を描く大人気医療ドラマが遂に完結！ 
チームはシリーズ最大の危機に直面！ 

 
病院経営の方針違いからチーフのトファーがクビに！ 
スタッフたちは病院を去り、ER は大混乱…。 
一方シリアで救援活動を行う TC は、空爆に遭い絶体絶命！ 
それぞれ大ピンチに陥った彼らの運命はいかに！ 

AXN 公式サイト https://www.axn.co.jp/programs/nightshift 

 
 
 
ジュピターテレコムについて  https://www.jcom.co.jp/ 
株式会社ジュピターテレコム（本社：東京都千代田区）は、1995 年に設立された国内最大手のケーブルテレビ事業・番組供給事業統

括運営会社です。ケーブルテレビ事業は、札幌、仙台、関東、関西、九州・山口エリアの 25 社 73 局を通じて約 547 万世帯のお客

さまにケーブルテレビ、高速インターネット接続、電話、モバイル、電力等のサービスを提供しています。ホームパス世帯（敷設工事が済

み、いつでも加入いただける世帯）は約 2,157 万世帯です。番組供給事業においては、17 の専門チャンネルに出資及び運営を行い、

ケーブルテレビ、衛星放送、IP マルチキャスト放送等への番組供給を中心としたコンテンツ事業を統括しています。  
※上記世帯数は 2018 年 12 月末現在の数字 
 
ＡＸＮについて  http://axn.co.jp/ 
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントがお届けする海外ドラマ専門チャンネル。2018 年 6 月に開局 20 周年を迎えた。ハリウッドの超
大作を中心に、 最新の海外ドラマを 24 時間オンエア！全米視聴率 No.1 のヒューマンドラマ「THIS IS US 36 歳、これから」、アメリカ
のテレビドラマ界を代表するメガヒットシリーズ「シカゴ・ファイア」「シカゴ P.D.」「シカゴ・メッド」の他、「HAWAII FIVE-0」、「リーサル・ウ
ェポン」、「GOTHAM / ゴッサム」、「ARROW / アロー」、「SUITS / スーツ」など人気作を放送。 
 
 
 

ニュースリリースに関するお問い合わせ先 
株式会社ジュピターテレコム 広報部 和地 TEL: 03-6365-8204（部代表） 

株式会社ＡＸＮジャパン マーケティング部 広報 川戸 TEL:03-6381-5955（部代表） 
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