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神奈川県では平成２５年度から始まる保健医療計画（～平成３０年度）の策定に当たって

「医療のグランドデザイン・中間とりまとめ」を行い、これについての意見の募集を行い

ました。これに対し、石心会では「救急医療」に関し以下の提言を行いました。 

 

【目次】 

１．我々の提言 

２．参考資料 

① 日本救急医学会 ER 検討委員会ＥＲシステムＦＡＱ 

② -1 川崎市救急車搬送数  

② -2 救急車搬送人員数（所沢市・入間市・狭山市） 

③カーラーの救命曲線 

④横浜市救急業務委員会資料より 

（別添） 医療のグランドデザイン・中間とりまとめ（抜粋） 

 

 

 

我々の提言 

 

Ⅰ） 「中間とりまとめ」はゼロベースに立っているか 

 

１． 現状分析の方法および対策の枠組みが、機能していない一次・二次・三次という

救急医療システムを分析対象とし、その枠組みで対策・改善を考えていること。（P8 救

急医療の充実、背景・現状） 

 

２．そのため現実の救急医療体制の実態が全体として分析対象になっていない。すなわち

患者の利便性や視点、そして現実の患者行動といった点から、現状を考察されていない。

どのような患者が救急車でどこに搬送され治療を受けかという動的な流れにそった分析

がされるべきである。 

 

３．現在の表向きの救急医療システムは、一次・二次・三次という、医療機能のヒエラル

キーを建前として厚労省により行政的視点からデザインされているが、現実の救急医療

は、総務省・消防庁の災害対応の救急隊と救急告示医療機関いうシステムを軸に進んで

おり、正規の建前だけの救急システムと非正統的な現実的な救急システムが並存してい

るという状況である。現実に機能している動的システムは後者であり、その改善を目指

すべきである。 
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Ⅱ） 旧来システムの機能不全と現実の救急医療システム 

 

１．患者動線からみると、建前としての救急ヒエラルキーシステムは、現実とは無関係。 

 

建前としての（過去の）救急システム      現実の救急システム 

 

患者                     患者 

 ↓                      ↓     ↓ 

一次救急医療機関→外来診療          救急隊    ↓ 

 ↓                      ↓  ↓  ↓ 

二次救急医慮機関→入院             ↓  救急病院→入院・外来 

 ↓                      ↓   ↓ 

三次救急医療機関→入院            高度・特殊急性期病院→入院・外来 

 

すでに日本救急医学会等では、「一次・二次・三次というシステムは無効であり、救急に

は一次も二次も三次もない」といわれてきた。それに代わるシステムとして、「北米型 ER」

の必要性が叫ばれている（参考資料①：日本救急医学会 ER 検討委員会 ER システム 

FAQ） 

そして、厚生労働省の医療政策全般においても、認識は変化し、ヒエラルキー構造を否

定し、疾患別の急性期病院を中核とする機能の集約化と地域医療連携へと向かっており、

救急医療においても、地域ごとの中核病院への集約化が現実には進んでいるし、診療報酬

上の評価も、これに対応している。（参考資料②：川崎南部および埼玉西部の保健医療圏で

の救急搬送実態） 

にもかかわらず、これが明文化された救急システムとして公然化しないのは、縦割り行

政の弊害によるもの考えられる。なぜならば、動的な機能として救急医療を考えるとき、

救急隊の活動が基本であり、中軸であるにもかかわらず、行政的には厚生労働省の管轄で

はないため、これを救急医療システムに公的には組み込めないからである。このグランド

デザインでも、搬送問題が取り上げられながらも、担い手である救急隊が主題として取り

上げられないという、非現実的な政策デザインとなっている。 

 

２．なぜ一次・二次・三次という救急システムは機能しないか 

患者本人には、必要とされる医療が何かは分からないからである。救急患者は診察を受

けてはじめて診断がつき、必要な医療が何かが判明する。一次・二次・三次という病院機

能ヒエラルキーは、救急以外の時間に余裕のある医療においては、一般論としては意味を

持つが、救急という時間との勝負である医療においては、転院は時間の無駄であり、階層

的医療は無意味である。救急車で運ばれた患者は、その病院において、診断と初期治療が
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実施されなければならないのである。病態を安定させた上で、その救急病院では行えない

特殊あるいは高度な医療を受けさせるために転院させるという流れが必要とされる。 

 

３．救急医療、その疾病構造と治療の変化 

かつて一次・二次・三次という診療構造は、救急医療についても、それなりの意味・機

能を持っていた。救急医療の対象が、感染症、外傷、そして消化器疾患であり、開業医が

夜間対応していた時代では、一次医療としての診療所、二次医療としての一般病院、そし

て高度医療は大病院が担うということで、このシステムは一応機能していた。しかし疾病

構造が変化し、生死を争う疾患としては、脳血管・心臓大血管が中心となり、分時を争っ

て、これへ対応しなければ、救急医療として成立しなくなってきた（参考資料③：カーラ

ーの救命曲線）。そして、これらへの診断治療が３６５日２４時間できること、そのための

設備・要員を備えることが救急病院の必須要件となってきた。そのため、かつての一次救

急医療の担い手であった診療所は救急医療からは撤退し、多くの二次救急病院も対応でき

ず、救急からの撤退が進行している。対応できない患者を診療することは、いまや医療過

誤として敗訴する状況であっては、当然である。二次救急病院の撤退を問題視し、これへ

の対応を考えても無駄である、この動きは合理的かつ必然だからである。必要なことは、

現に機能している病院を強化し、地域システムの中で円滑に機能させることである。（参考

資料④：現場からみた救急医療構造の検討図式（横浜市、平成２１年度第１回救急業務委

員会説明資料）） 

 

４．一次救急医療機関の衰退と救急救命士の登場 

すでに開業医は救急医療から撤退した。救急医療は、救急隊の救急救命士のトリアージ

ュから始まる。あるいは直接救急告示医療機関に受診した場合は、看護師や医師のトリア

ージュから始まる。救急隊の役割は、災害出動から医療へと重点が移動したが、相変わら

ず消防庁の管轄下にある。しかしながら、機能変化に基づき救急救命士の資格化によって、

単なる搬送業務から、救急医療の最前線として、応急処置・トリアージュが主要な任務と

なってきている。どこの病院に搬送するかで患者の生命が左右される状況にあることを考

えると、救急救命士の役割をシステムの中で、はっきりと認識しなければならない。救急

におけるかつての一次医療機関の主要な役割は、救急救命士に移ったといえるし、その質

が問われるのである。 

 

５．救急病院の要件 

救急医療にかかわる各疾患ごとの、必要とされる救急医療機能を考えると、疾患によっ

てはもはや二次・三次という診療機能の水準区分による病院分類はできない。いずれもか

つては三次と考えられていた医療水準が最初から要求されるからである。 

脳卒中の患者を受け入れるとすると、夜間休日でも、CT・MRI を稼動させ、脳外科の手
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術を行う必要があり、放射線技師・検査技師等の当直も必要である。心臓血管の患者を受

け入れるならば、循環器内科・心臓外科の当直も必要となる。各科とも当直体制を引くた

めには、医師の過重労働とならないような人員が必要となる。このような救急医療体制を

作るとなると、ひとつの病院がすべての診療科を整えることは困難である。救急救命セン

ターといえど、これら機能が備わっているとはいえない。 

しかも救急医療圏を二次保健医療圏で考えてよいかと考えると、これでは広すぎると思

われる。現在の要求される時間的緊急性から考えると、その科が成立しうる最小の診療圏

が救急医療圏として考えられねばならない。診療報酬制度でも、脳梗塞では発症後三時間

以内にｔPA を投与することが基本要件となっている。病院までのアクセス時間、検査診断

に要する時間を考えると、時間的余裕はほとんどない。この点からも集約化と連携が国の

医療政策の柱になるのは必然なのである。 

 

６．休日・急患センターおよび二次救急輪制病院 

 一次・二次・三次という旧来のシステムを補完するものとして、休日急患センターを地

域医師会等に委託したり、自治体が補助金を出すなどして、救急輪番制病院の制度が各地

で行われている。しかしこれが有効に機能しているとはわれわれの経験からは評価できな

い。休日急患センターは、一般外来患者向けであって、入院が必要な場合や、専門医の診

断が必要な場合利用しない。重症かどうか判断できない患者から見れば、直接救急病院に

行くほうが安心できるので、あまり利用しない。 

 救急輪番制の場合、患者にとって、その日どこが当番か不明であり、どこに行けばよい

か瞬時の判断は不可能である。結局、入院が必要な重症と考えるときは、救急車を呼ぶこ

とになる。現状の救急輪番制は、補助金の配分組織にすぎず、有効性は低い。 

 

７．北米型 ER の機能をどのように実現するか 

すでに、有効な救急医療システムとして、北米型 ER システムが提唱されているにもかか

わらず、わが国では普及していない。その原因はそれを担う救急医や総合医が極めて尐数

だからであると同時に、そのバックヤードとなる専門医療も集積されていないからである。

しかし、徐々に専門医療については、先進的急性期病院において、領域別センターが作ら

れ始めており、これと救急部が病院内で有機的に組織化されれば、効率的な診療体制が作

られることになる。そして各診療科・研修医が交代で臨時救急医として、救急医療に専任

して勤務すれば、北米型救急システムと同様の機能を作ることができる（参考資料①：日

本救急医療学界の「各科相乗り型」参照）。また、一次医療的な救急医療については、たし

かに救急病院でオーバーフローしているケースがみられるが、これに対し、救急病院と地

域医師会が共同して、救急病院内に医師会等の協力を得て救急クリニックを作り、有機的

な運営をしている事例もわが国で試みられている。患者への啓蒙だけでなく、小児や軽症

救急については、このようなシステムを考えない限り解決しないと思われる。 
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救急医療の改善・充実のためには、現在中核的に救急に携わっている病院が、北米型 ER

機能を果たせるよう、促し、協力する地域ネットワークを作ることであろう。行政はとも

すれば、予算をつけて対策を立てたように見せかけるため、設備補助を行うが、これも意

味なく税金の無駄遣いとなる。救急医療は、急性期病院にとって、本来的な業務であり、

設備・運営の費用は、補助金等に依存するシステムであっては、効率的なシステムはでき

ない。 

 

Ⅲ）「方向・取り組みについて」の基本姿勢 

 

１．患者行動の評価 

 「高齢者を含む軽症患者が二次・三次救急医療機関へ流入すること」を、「円滑な救急医

療体制の障害」としか認識していないのは、まったくの誤りであり、行政や医療機関の責

任逃れと理解されても仕方がない（P8）。すでに述べたとおり、一次救急医療機関は実際上

存在せず、旧来の救急医療システムは機能していない。患者行動は、まったく合理的かつ

必然であり、患者に責任はない。患者の受診抑制ではなく、患者に分かりやすい合理的救

急システムを作り、それに応じた患者行動を促すことを提案すべきである。 

 

２．高齢者救急について 

 救急医療に関する限り、高齢者も若年者も変わりない医療を提供すべきであり、救急

病院が対応すべきである。救急医療機能を持たない「老健施設や有床診療所の有効活用

（P8）」で対応しようとするのは、高齢者を差別し、質の高い医療を提供しないという政策

と誤解される。救急医療の終わった後の慢性期医療や介護の問題は、救急医療の問題とは

まったく別個の課題であり、この部分での記述は削除すべきである。なお「リビングウイ

ル・カードの導入（P9）」の問題は老若を問わぬ課題であり、高齢者救急問題とすること自

体、老人差別として受け取られることは、高齢者医療制度問題で経験積みであろう。 

 

３．あるべき救急医療のイメージ 

現実の必要性から、各地域ごとに、自然発生的に救急医療秩序が形成されてきている。「一

病院完結型医療から地域完結型医療へ」、これは医療法改正による地域医療計画の改革、医

療情報の公開という制度改革の目指すイメージであり、患者の視点に立った改革である。

しかも、これからの方向というのではなく、すでに進んでいる医療界の動向を追認し、制

度的に公認する政策といってよい。もっとも緊急性を要する医療については、できれば、

二次保健医療圏でも広すぎるので、運営可能な限り狭い医療圏を想定すべきであり、そう

でない疾患については、質を担保できる範囲で中核となる医療機関を想定すべきである。

各医療機関の現実に稼動しているを機能を把握した上で、その有効な組み合わせとして、

救急システムは、各地域ごとに構想されるべきである。 



o
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（資料）川崎市救急告示医療機関協会資料より作成 

市立川崎病院 

 

 

 

A病院 

 

 

 

B病院 

 

 

 

C病院 

 

 

 

 

 

D病院 

 

 

 

E病院 

 

 

 

F病院 

 

 

 

  関東労災病院 

 

 

 

 

 

 

 

G病院 

 

 

 

H病院 

 

 

 

 

 

I病院 

 

 

 

川崎幸病院 
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（資料）消防本部データより作成 
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o
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（資料）東京消防庁「救急医療週間の実施について」より「カーラーの救命曲線」

m
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平成21年度 第１回 救急業務委員会説明資料

安全管理局救急課

傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト（イメージ）

傷
病
者
発
生

そ
の
他

心
疾
患

脳
疾
患

･･･Ａセンター、Ｂ病院、Ｃ病院

･･･Ａセンター、Ｃ病院、Ｄ病院

･･･Ｅ病院、Ｆ病院、Ｇ病院
重
症
度
・緊
急
度

判
断

程
度

程
度

程
度

救命救急
センター等

急性期対応
医療機関

上記以外

急性期対応
医療機関

上記以外 ･･･Ｉ病院、Ｐ病院、Ｑ病院

･･･Ａセンター、Ｂ病院、Ｈ病院

･･･Ａセンター、Ｂ病院、Ｎ病院

上記以外 ･･･Ｅ病院、Ｏ病院、Ｉ病院

急性期対応
医療機関

心肺停止など

重

軽

重

軽

重

軽

種 類

妊
婦

程
度

周産期医療
センター等

上記以外 ･･･Ｌ病院、Ｍ病院

･･･Ｊセンター、Ｋ病院

軽

重

平成２０年度救急業務高度化推進検討会資料 7

＜傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討会資料 抜粋＞

m
テキストボックス
参考資料④(横浜市資料より）
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