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福岡市のこれからの救急医療と連携のあり方 

～現状報告と提言～ 

 

 立春の候、貴職におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素より、本会事業へ多大なご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。 

  さて、本会では今般、福岡市の救急医療体制の現状を分析し、今後、更にスムーズな連携体

制を構築して行くための方策を探るべく、本会地域医療対策委員会・救急災害委員会合同委員

会に対し「福岡市のこれからの救急医療と連携のあり方」として、平成２２年９月３日付で小

職より諮問を行い、平成２３年１２月１日付で同委員会より答申を受けました。 

 福岡市の救急医療体制は、豊富な医療資源を背景に、貴職を始めとする関係各機関・団体等

の不断のご努力により、他都市で見受けられる「患者受入困難」事例等が皆無に近く、さらに

救急搬送の時間短縮が顕著であり、初期・２次・３次の振り分けも比較的順調に行われていま

すが、昨今では経済的な要因や社会環境の変化によって、救急医療の体制維持が困難になりつ

つあります。 

  このような現状認識を踏まえ、本合同委員会では、①初期、２次、３次救急の振り分けの問

題点②２次救急医療体制の充実、２次救急医療施設のポジショニングの明確化について③３次

救急医療における問題点④小児科・産婦人科・精神科救急における問題点⑤消防法改正に伴う

救急搬送について⑥メディカルコントロール（ＭＣ）との整合性⑦市民教育（広報活動）⑧初

期救急におけるかかりつけ医の役割について検証を行った結果、総論的には、救急医療機関に

共通するマンパワーの確保、各医療施設の医療機能の明確化と情報公開によるスムーズな連携

体制の確保などを医療側の課題に挙げ、市民側には、適正な受診行動や病院前救急の現場にお

ける正しい知識と行動が求められるとしております。 

  救急医療の充実は、私ども医師会員を始めとする医療従事者の責務であることは申すまでも

ありませんが、市民サービスの柱のひとつとして行政の積極的な関与が不可欠な分野でありま

す。 

  つきましては、別添の「福岡市における救急医療について～地域医療対策・救急・災害合同

委員会の議論を踏まえて～」を参考としていただき、是非、持続可能で効率良い救急医療体制

の整備・構築の実現に向けて、貴職の特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 
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福岡市における救急医療について 

～地域医療対策・救急・災害合同委員会の議論を踏まえて～ 

 

                                                         福 岡 市 医 師 会         

                                                            会長 江 頭  啓 介       

 

－ 背 景 － 

 

 多様な医療機能を備えた医療施設が集中する福岡市は、これまで豊富な医療資源に支えられ、

他都市で報告されている「患者受入れ困難」等の事例がほとんど発生しない極めて良好な救急

医療体制がとられてきた。福岡市消防局のデータによれば、平成２２年の福岡市における救急

件数は６２，４０４件と過去 高を記録したが、１１９番通報してから病院に到着するまでの

時間は２５分４０秒で、全国 短の福岡県平均の２７．６分をも下回っており、さらに、搬送

先医療機関への問い合わせ回数も、３回以内に搬送先が決定する割合が９９．４％と極めて高

い。 

 しかしながら、２０年以上続いた医療費抑制政策により、救急医療に従事するマンパワーの

枯渇、中小民間病院の医業経営逼迫等の問題は深刻化し、福岡市でも初期・２次・３次の住み

分けによる救急医療体制の維持が困難になりつつある。 

 現在、福岡市の時間外救急医療体制は、初期救急（１次救急）体制として、平日・土曜の福

岡市急患診療センターにおける夜間診療と、休日は福岡市急患診療センターでの終日診療及び

市内５区（東・博多・南・城南・西）保健所内の診療所での日勤帯診療を実施しており、福岡

市民はもとより、粕屋地区を中心とする福岡市近郊住民や県外から訪れる観光客やビジネス客

の急病時に対応している。 

  ２次救急としては、市医師会会員医療機関と３６の福岡市救急病院協会傘下の施設が、病院

群輪番制や外科系休日当番制・内科系２次当番制を敷いて初期救急を補完し、３次救急は、九

州大学病院、福岡大学病院、済生会福岡総合病院の各救命救急センターがこれを担っている。 

 さらに、市内には複数の公的・民間病院によるＥＲ型救急医療機関が存在し、患者の重症度

別・病院機能別救急医療とは異なった救急医療を展開しており、それぞれ特色を発揮している。

これらの体制を将来も持続可能なものとして維持していくためには、福岡市に於ける救急医療

連携体制の現状を整理し、問題点の検証を行い、将来の救急医療とその連携のありかたを再考

察する必要がある。 

 現在の福岡市に於ける救急医療に関する議論は、軽症救急患者の診療、中等症以上の救急患

者の診療、特に救急搬送における患者の重症度別分類と、重症度に応じた応需機能を有する医

療機関への搬送、３次救急医療の効率的運営などに論点が集約されている。 

 以下に項目を設けて現状と問題点を挙げ、その解決策を考察するとともに、本論の周辺の問

題として、小児科、産婦人科、精神科救急、救急搬送、救急隊員の教育、救急医療に関する市

民教育、かかりつけ医の役割についても言及し、総合的に福岡市の救急医療のあり方を考えて

みたい。 
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－ 初期・２次・３次救急の振り分けについて － 

  

１． 初期救急における問題点 

 

この領域における診療の問題の第一は、疾患の重症度判定が患者自身では困難であるこ

とにある。軽症だから急患センターを受診するのではなく、具合が悪いから、とにかく急

患センターを受診するという傾向が強いため、翌日の受診でも構わない程度の軽症から、

入院または手術等の緊急処置を要するものまで疾患の内容、重症度が様々である。従って

相応の診療側スタッフ、医師、看護師、コメディカル、及び必須検査機器の確保体制は維

持しなければならず、さらに緊急を要する重症患者のための高次病院における専用ベッド

の確保とスムーズな搬送システムの確立も重要な課題となっている。特に近年は、医師の

確保困難の解決にも大きな労力が費やされているのが現状であり、この問題は我が国の医

療が抱える課題の中でも 重要に位置付けられるもので、福岡市も例外ではない。 

   初期救急における重症患者の取り扱いについては、時に重篤な緊急患者も取り扱うこと

から、病・診、病・病連携の強化により後送ベッドの確保が必要であり、常に消防局との

良好な連携関係を維持するとともに応需病院に対する診療報酬上のメリットも十分に考慮

されるべきである。また、初期救急診療施設と応需病院との医療連携に関する意見交換を

頻回に行い、相互の情報交換並びに信頼醸成をより積極的に行う必要がある。 

   次の問題は、この様な時間外急患診療機関は、急患を対象にして設立運営されている診

療機関であるにもかかわらず、患者ならだれでも受診できる夜間休日時間外診療施設と曲

解されていることである。しかしながら、患者が急患であるか否かの判断は診察後に明ら

かになることであり、病院前での患者の受診制限は現実的ではなく、むしろ受診数に応じ

た体制を敷かざるを得ない。そのためには医療機関における一層のマンパワー、医療設備

の増強が必要となり、それに伴うコスト増大が予測される。そのため制度的な患者負担増、

例えば時間外選定療養費の適応などによる、いわゆる「コンビニ受診」抑制のような政策

措置が望まれるところである。併せて、急患センターの適切な利用のための啓発活動や患

者教育を、大人のみならず義務教育年代から踏み込んで行うべきである。 

   時間外急患診療センターの運営については、輪番制による開業医の夜間診療参加などが

全国的にもモデル化してきており、福岡市に於いても検討すべき方法と考えるが、時間外

診療に従事する医師の減少とそれを確保するためのコストが大きなハードルとなってい

る。 

 

２． ２次救急における問題点 

 

   ２次救急患者とは、入院治療を要する、または手術に引き続き入院治療を要する患者と

定義できるが、その重症度や疾患の範囲は非常に広く、応需のためのマンパワーの準備や

高度な医療設備と費用を要するため、２次救急医療の充実度は地域における救急医療の完

成度に大きく影響してくる。 

   福岡市の救急医療は長く福岡市救急病院協会（現在会員３６病院）に属する救急告示病

院により担われてきたが、救急告示病院申請のための要件は古くより変わっておらず、現

代の２次救急医療を担うための資格要件としては全く不十分である。 

   この領域には軽症の２次救急のみに対応可能な病院から救命救急センターに匹敵する病
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院まで、様々なレベルの機能を有する病院が混在しており、さらに、同一病院でも時間内、

時間外での体制が大きく異なっていることは周知の事実である。しかも、２次救急応需申

告医療施設の医療機能の客観的で詳細な評価はなされていないのが現状である。従って、

なんらかの方法により、２次救急応需申告医療施設の時間別応需体制も含めた医療機能評

価を行い、この情報を１次及び３次救急医療施設、消防局、行政と共有することが２次救

急医療の充実に肝要である。 

   救急患者を初期、２次、３次という重症度に分類し、各重症度に応じた機能を有する病

院で対応するという機能別救急医療を効率的に維持していくためには、２次救急医療応需

医療機関の機能を正確に把握し機能させることが鍵となる。機能評価を実施するに当たっ

ては、消防局を含めた行政、福岡市救急病院協会、福岡市医師会の３者による協議に於い

て方法を検討することになるが、改正消防法施行の時期でもあり、いずれの組織に於いて

も、福岡市における救急医療をさらに進化させるという意識を持ってこの作業に取り組ん

でいくことが必要である。また、このような問題点を解消しようとしたのが北米型救急医

療であるＥＲ型救急体制で、初期から高次救急患者を選別せず受け入れ、外来治療から入

院、手術までを一病院で行う自己完結型の救急医療である。すでに福岡市内及び郊外にい

くつかの病院が、特色あるＥＲ型救急医療を展開している。このタイプの救急医療機関は、

患者、救急搬送者にとっては利用しやすいが、多くのマンパワー、コストを必要としてい

る。しかし、病院職員の救急医療に対する使命感は強く、地域における市民への貢献度も

高いため、すでに評価すべき存在となっている。その反面、ＥＲ型救急施設への患者の集

中は、既存の中小２次救急病院の救急患者数の減少による経営悪化やスタッフのレベル低

下を来して、その機能低下を招いていることは無視できない。近年の中小２次救急病院の

救急医療からの立ち去りが続いていることは、地域の救急医療を維持するために解決すべ

き問題である。 

 

  ３．３次救急における問題点 

 

      初期救急医療機関及び２次救急医療機関の後方病院であり、原則として、これらの医療

機関及び救急搬送機関からの救急患者を２４時間体制で必ず受け入れるという体制をとる

３次救急医療機関にとって、オーバートリアージによる患者集中は常に悩ましい問題であ

る。 

   但し、重症者における３次救急患者の見落としを防ぐには、現行のオーバートリアージ

はある程度容認せざるを得ない。メディカルコントロール体制下の救急救命士教育により、

トリアージ判定の精度はかなり上がってきている一方、この問題は、救急要請家族の大病

院志向もあって、現場における救急隊によるトリアージのみで 終的に病院選択ができな

いことも大きな要因である。 

   福岡市の３次救急医療機関の受け入れベッド数は、この問題も考慮すれば、原則、増床

の必要性はあってもベッド数を減らす理由はなく、運営、経営を各病院に一任するとすれ

ば、行政が３次のベッド数をコントロールする必要はないが、現状では補助金無しで３次

のベッドを運営することは非常に厳しい状況である。また、３次救急の現場でも、従事す

るスタッフの確保難など、慢性的なマンパワー不足が深刻化している。 
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－ 小児科・産婦人科・精神科救急について － 

         

      福岡市の小児救急医療は、福岡市急患診療センター・市内５区診療所での夜間や休日の

初期救急を、福岡地区小児科医会会員、市内総合病院の勤務医並びに九州大学・福岡大学

医学部所属の小児科医が、交替で診療を行っている。全国的に見ても慢性的な小児科医不

足で、各地域で、その地域の状況に応じた暫定的な救急医療体制が模索されているのが実

情であり、福岡市に於いても事情は同じであるが、年数回、急患診療への出務を義務付け

る福岡地区小児科医会の体制は、これまでは初期救急に関しては十分に機能してきた。し

かし、近年の傾向として、市民の小児科専門医志向の強まりや、軽症で本来救急受診の必

要がないにもかかわらず、家族の都合で時間外に受診するなど、時間外受診の小児科の患

者は増加の一途を辿っている。小児科受診者は、急患診療センター・診療所受診者の約６

割を占めているが、市内５ヶ所の休日急患診療所には、内科医で小児科も標榜している内

科医会会員医師を中心に出務しており、この急患診療所で地域の小児科患者の１次診療を

行うことで、急患診療センターに小児患者が集中することを防ぐ機能をはたしてきた。し

かし、内科医の専門分化が進み、小児科を並科標榜する内科医の減少と高齢化により、診

療所出務内科・小児科併診医師の確保が困難になりつつあり、早晩、各区診療所での小児

科診療の継続は不可能となる事態が予想される。限られた小児科医師の負担軽減と人材を

有効活用するために、診療所を集約した特別な施設の設置の検討が必要かと思われる。こ

ども病院の人工島への移転計画が再び動きだした今、福岡市西部の小児２次医療体制の確

保を始め、福岡市の小児救急医療体制を支える任務を担えるのは福岡市医師会を措いてな

く、こども病院の医療機能が 大限に生かされるためにも、もっともマンパワーが求めら

れる初期救急については、開業医、勤務医、大学医局医師の参加による体制を維持し、こ

れをさらに強化すべきである。 

   産婦人科救急で特に問題とされるのは、｢分娩時までまったく検診を受けていない妊婦の

飛び込み｣（飛び込み分娩）とされている。そのような症例は一部の公的病院に集中して

いる現実があるが、受け入れ可能な病院があったとしても、感染症などまったくチェック

されていない妊婦に対する対応は、特に周産母子センターにおいては、異常分娩や低体重

出生児などを収容する病床に、感染症未検査の妊婦を入院させるべきではないとの立場を

とっている。また、診療報酬の未収金問題の原因の一つともされており、特殊な分娩施設

の設置や公的補助など、行政の積極的な関与が望まれる。 

   精神科救急は、平成１０年から福岡県が精神科救急医療システム事業を福岡県精神科病

院協会に委託しており、県内を４ブロックに分けて、輪番制による夜間・休日の精神科救

急の受入れが行われている。精神科救急システムにもいくつかの問題点が指摘されてい

る。 

   まず、２名以上の専門医の一致した判定を要する措置入院や、保護者の同意が必要な医

療保護入院の対象となるような緊急性の高い患者への対応はこのシステムにより可能と

なっているが、保護者の同意なしに７２時間に限り入院措置がとれる応急入院指定病院

は、４１ある福岡ブロックの精神科病院のうち、県立大宰府病院と雁の巣病院の２病院し

かない。 

また、自発的受診者や一般科救急で問題となるような精神科的問題を抱えたケース、い

わゆるソフト救急と言われるようなものは対象外となっており、さらに、精神科単科病院

では、重篤な身体疾患を合併した精神科救急対象患者には対応できていないので、一般救
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急病院との更なる連携が必要であることなど、福岡ブロック全体で一層の体制整備が望ま

れる。 

 

－ 消防法改正にともなう救急搬送における問題点について － 

         

 消防法改正の背景には、全国的に救急搬送時に搬送先医療機関が速やかに決まらない受

け入れ医療機関の選定困難事案の増加と、救急隊が現場に到着してから傷病者を病院に収

容するまでの時間が遅延傾向にあることがある。その目的は、｢地域における現状の医療

資源を前提に、消防機関と医療機関の連携体制を強化し、受入れ医療機関の選定困難事案

の発生をなくすとともに、医学的観点から質の高い、傷病者の状況に応じた適切な搬送及

び受入れの体制を構築することを目指す｣ことで、この法改正により、各都道府県に傷病

者の搬送及び受入れの実施に関する基準を策定する協議会が設置され、その実施基準は一

般に公表されることになる。主な実施基準としては、①傷病者の状況に応じた適切な医療

の提供が行われる医療機関のリスト、②消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの

中から搬送先医療機関を選定するための基準、③消防機関が医療機関に対し傷病者の状況

を伝達するための基準、④搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において傷病者を受

け入れる医療機関を確保するために、消防機関と医療機関との間で合意を形成するための

基準等である。 

 ほとんどの都道府県には、すでに地域レベルの既存の協議会があり、福岡県では保健医

療介護部が設置する｢福岡県救急医療協議会｣をこれに位置づけて、実施基準の策定は下部

組織の｢福岡県救急業務メディカルコントロール協議会（｢県ＭＣ協議会｣）｣が行っている。 

 消防法改正により、現行の二次救急医療機関の通常時間帯と夜間時間帯の人員配置状

況、特に、夜間・休日にどのような傷病者を受け入れることができるのかが焦点となり、

２次救急医療機関の機能別・地域別などのポジショニングの明確化が求められている。 

 福岡市においては、２次救急医療機関と救急隊との連携が非常にスムーズに行われてい

るが、この状況を維持発展させるためには、消防法の改正を踏まえて行政と綿密な連携を

前提とした救急医療機能の把握とその公表が、医療と医療現場の実情への理解に基づい

て、さらにきめ細かく行われる必要がある。 

 

－ メディカルコントロール（ＭＣ）と救急隊員への教育について － 

         

 平成３年に発足した救急救命士制度により、救急現場での救命の質は飛躍的に向上して

おり、救急隊員が行う救急業務を医学的観点から検証して医行為の質を保障するメディカ

ルコントロール（ＭＣ）の活動もその要因となっている。福岡市では福岡地域ＭＣ協議会

が中心となって行われ、福岡市の救急医療が、救急搬送・受け入れ状況ともに全国レベル

でも非常に良好である理由のひとつが、このＭＣ体制の充実にある。 

 福岡地域ＭＣ協議会では、検証会議を充実させるために、救命救急センターや２次救急

医療施設を含め救急入院ベッドを持つ施設の医師を中心としたワーキンググループを設

け、重症例を主に検証し、現場に係わった救命士へのフィードバックがなされるような体

制が出来上がっているが、救急隊側の問題ではなく、医療機関側の問題について、検証会

議から直接病院へフィードバックされる機会が少ないので、今後は、担当医師が検証会議

に参加し、救急隊、医療機関双方のレベルアップに寄与するようなＭＣ体制の一層の充実
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が望まれる。 

 

－ 市民教育について － 

 

 市民が病気になった時、特に夜間や休日など時間外に急病になった場合、拠り所は急患

診療センターなど初期救急医療施設である。一般的に、時間外に救急外来を受診する患者

の多くは小児で、しかも軽症で本来の急患には該当しない場合が多く、こうした不急の患

者の受診を抑制するための日常的な対策が必要である。また、救急車の安易な利用に対し

ては、｢救急車の適正利用に関するアドバイス｣や｢救急病院選びのポイント｣などを記した

ガイドブックを配布するなど、より具体的な啓発活動も必要である。  

 バイスタンダーＣＰＲなど、病院前救急に市民が果たす役割も、「救命の連鎖」の第一

段階として非常に重要である。平成２２年に、福岡市において救急隊が到着するまでの間

に市民により実施された応急手当１，９２８件の内、ＡＥＤ、心肺蘇生、止血が１，０７

６件で５５．８％を占め、中でもＡＥＤは、前年の２２件から４０件となり、増加率で８

１．８％と上昇している。日頃から、消防局など関係機関や職場単位による講習会等の場

で、ＡＥＤ操作法等の普及啓発の活動を続けていくことによって、更に救命率を上げてい

くことが期待できる。初期・２次・３次という救急医療の段階について正しい認識を持ち、

急病時に適切な医療を受けられることが市民にとって も望ましいことであるので、中学

生・高校生など教育現場でも救急医療について採り上げ、啓発していくことによって、医

学・医療全般への関心を喚起し、ひいては急患センターへのいわゆる｢コンビニ受診｣や、

タクシー代わりに救急車を利用するといった不適切な行為を抑制する市民意識の醸成に

繋がるよう、行政と医師会などの関係機関が歩調を合わせて市民教育に力を入れるべきと

考える。 

 

－ かかりつけ医の役割 － 

 

 一般的に、時間外の診療を行わないかかりつけ医においても、福岡市の救急医療への正

しい理解と協力が大いに期待される。病気の恐ろしさやその予防など、医療に関する諸々

の一般的知識を深めてもらうこともかかりつけ医の一つの役目ではあるが、それによって

は、直ちに急病時の適切な受診行動に繋がることは期待できない。しかし、個々の患者に

対して、自己の病状や治療内容等について常に正確な認識を持つよう教育し、患者のデー

タファイルを日常的に携行させて、救急の際には医療者間でそのデータを共有できるよう

にすることで、２次、３次救急医療施設への負担を軽減することが出来る。また、かかり

つけ医が患者の一次的な電話相談に応じる体制づくりも検討すべきである。特に時間外に

おける救急車の要不要ばかりでなく、急患センター受診の要否もある程度電話相談で振り

分けできれば、受診前のトリアージ効果が期待できるので、かかりつけ医の積極的な参画

が望まれる。また、急患センター・診療所への出動も、広く浅くを基本に、可能な限り全

員が当番制により出動することがシステム維持の為には不可欠である。 
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－ 結 語 － 

 

  福岡市は、質・量ともに豊富な医療資源に恵まれており、各医療機関がその機能によって

役割を分担し連携する、先駆的な｢地域完結型医療｣を｢福岡方式｣として実施している。 

  救急医療の分野においても、初期、２次、３次の各段階で、各々の施設の役割を分担し、

且つ連携して救急患者の救命率を上げてきたが、これは現場のスタッフ並びに市消防局の努

力に負うところが大きい。 

  昭和４９年に福岡市急患診療センターが発足してからは、初期救急の質は劇的に向上し、

２次・３次も並行して機能の充実が図られている。しかし、医療環境の悪化による医療機関

の経営上の問題や慢性的なマンパワー不足、患者の意識や受診動向の変化などによって、現

在の機能別の救急医療体制のバランスが崩れようとしている。救急医療の受益者である市民

にとって、現在の救急医療体制は分かりにくく、さらに言えば、治してさえもらえればどの

段階の医療機関でも構わないという意識が根底にあると思われるが、軽症にもかかわらずい

きなり高次医療機関を受診したり、逆に初期医療機関である急患診療センターへの過剰な期

待など、医療側のＰＲ不足と患者への啓発不足が原因で、救急医療の現場に混乱が生じる場

面が多くなってきた。 

  このような状況を是正するためには、救急医療機関の機能情報の一層の透明化に基づいた

系統的な連携医療の推進と、患者・市民の救急医療への理解促進が同時に進められなければ

ならない。救急医療は、医療者のみで行われるものではなく、常に市民自身が係わっていく

という意識を持つべきものであり、市民啓発にも大きな意義がある。 

  福岡市は、そのスケールメリットを生かし、初期、２次医療の更なる整備を進めるととも

に、特に小児や高齢者の救急患者の増大傾向に鑑みて、かかりつけ医の積極的な関与による

２４時間対応の相談体制を構築するなど、市民にとって分かりやすい１次救急の道筋をつけ

ていくことが必要である。また、豊富な医療資源を活用し、多発外傷、重症熱傷、急性脳障

害や心筋梗塞などの超急性期疾患に対応する高次救急医療体制の整備を進め、併せて産婦人

科救急医療、精神科救急医療などの応需体制を県・市行政の協力の下に構築して、政令市に

相応しい効率的な総合救急医療体制とすることが、医療者側からも市民ニーズの観点からも、

福岡市のあるべき救急医療体制として求められている。 

 

 

     ※第１回地域医療対策・救急・災害合同委員会 平成２２年９月３日（金）開催 

      第２回地域医療対策・救急・災害合同委員会 平成２３年５月９日（月）開催 
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