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本稿は、第25回全国救急隊員シンポジウム
（主催／神戸市消防局・一般財団法人救急
振興財団）の発表事例に、玉川進医師（旭
川医療センター病理診断科）のワンポイン
トアドバイスを加えて紹介！

生涯研修に重点をおいた
救急ワークステーションの運用

あり、救急隊員のモチベーションも様々であった。
そのような状況から、統一した研修体制の確立が急務と

され、平成27年度から開始された指導救命士制度の活用も
含めて平成28年4月に救急ワークステーション（以下「Ｗ
Ｓ」という）の運用を開始した。ＷＳでは指導救命士の育
成を担い、指導者側と研修生側の同時研修を実施し、救急
救命士の生涯教育に重点をおいた研修を行なっている。

本稿ではＷＳの概要を紹介するとともに、特徴である生
涯研修について論じる。

基本理念

ＷＳ運用のコンセプトとして、2つの理念を基本とした。
⑴　継続的な生涯研修
⑵　救命士による救命士の研修を行う

この基本理念に基づき、生涯研修の一部としてＷＳ研修
を位置づけている。またＷＳを中心に各所属の指導救命士
と密に連携することによりに、組合全体の知識・スキルの
底上げを図っている。

ＷＳ概要

ＷＳは奈良県立医科大学附属病院に施設設置型として開
所した。ここでＷＳ救急隊を編成し、近隣の救急出場およ
びドクターカーの運用をすることによりOn The Job 
Training（ＯＪＴ、勤務内訓練）が実施できる環境を整備
した。また病院内研修、ＷＳにおける座学研修、実技研修
を実施している。

研修コース

初年度（平成28年度）は3つのコースを設定した。所属
では経験できないことに重点を置くように配慮している。
⑴　指導者育成コース：期間は1年以上。指導的立場とし

て救急隊員に対し適切に指導することができる人材の育

〈奈良県広域消防組合消防本部の概要〉
奈良県広域消防組合は、県内11消防本部が合併して平成

26年4月1日に誕生した消防組合である。構成市町村は、
奈良市と生駒市を除く奈良県内の37市町村（10市15町12
村）で、管轄人口は約90万人で県内人口の65％、管内面積
は3,361?で県全体の90％と、奈良県の大部分を占めている。

北西部の奈良盆地地域は大阪府と接していることから交
通の便もよく、都市近郊として発展しており、京阪神大都
市圏に含まれている。これに対して、宇陀地域など北東部
は、大和高原と呼ばれる高原台地が続き、南部の吉野地域
は、大峰連山や大台ケ原といった紀伊山地が大部分を占め
る山岳地域となっている。管内には邪馬台国の有力候補地
とされる纏向遺跡、山の辺の道、飛鳥、日本最初の都城で
ある藤原京、南朝が置かれ桜で有名な吉野山などがあり、
まさに日本のふる里ともいえる地域である。

〈奈良県広域消防組合消防本部の救急概要〉
当消防組合では、救急隊を18署12分署8出張所、1救急

ワークステーションに設置し52隊の救急隊を運用してい
る。消防職員数は1,284名、そのうち運用救急救命士が275
名である。

平成27年度から開始された指導救命士制度の活用及び救
急隊員の統一した研修体制の確立のため平成28年4月に、
奈良県立医科大学附属病院敷地内において救急ワークステ
ーションを整備している。また、同病院との共同事業とし
てドクターカーを運用し、救急救命士及び救急隊員への質
の高い教育研修体制の構築に取り組みながら住民サービス
の向上に努めている。

はじめに

当消防組合は平成26年4月に奈良県内の13消防本部のう
ちの11消防本部が合併し発足した。運用救急救命士は275
名、平成28年中の年間救急出動件数は4万6,773件であっ
た。管轄が広く、山間部から市街地まで、地域性も多様で
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成を目標としており、実際にワークステーションで研修
生に対して指導を行っている。
⑵　中堅救急救命士コース：13当直2日勤。資格取得後5

年以上の救命士が対象。救急現場をマネジメントできる
ことを目標としている。
⑶　初任救急救命士コース：7当直1日勤。資格取得後5

年未満の救命士が対象。責任と自信をもって救急活動が
できることを目標としている。
それぞれのコースでは一般目標と個別目標を設定し、研

修生に伝えている。
研修カリキュラムは、総務省消防庁の「救急業務に携わ

る職員の生涯教育の指針Ver.1」をベースとし、それぞれ
のコースでカリキュラムを作成した。ただし、幅広い知識
の習得のため、救急活動や手技に限定することなく、コミ
ュニケーション技法や統計処理などの知識の習得なども含
め、できる限り研修生個人のニーズにあったフレキシブル
な研修を目指している。さらには、ドクターカー、一般救
急出場などによるＯＪＴも重要な研修として位置付けてい
る。

ＷＳの組織構成（図1）

日勤者と当直勤務員3名以上を確保できるように構成し
ている。

救急隊長にあたる指導者育成コースは期間が1年以上と
なるため、人事異動で対応しており、機関員は将来的に救
急救命士を希望している者が配置されている。

隊員にあたるところに、各所属から研修生として受け入
れており、平成28年度1年間の研修予定者は63名である。

ＷＳの特徴（図2）

病院実習とは一線を画しており、独自の研修体制を運用
している。ＷＳでは、指導救命士の育成と所属署と連携し
た生涯研修を担っており、指導者側としての研修、所属か
ら派遣される研修生側の研修が同時に行われている（写真

1、写真2）。
ここで、指導救命士は必ずしもワークステーションでの

指導に当るわけではなく、指導救命士はそれぞれの所属署
で指導に当たることを基本としている。生涯研修は所属で
も継続して行うことが大切であるため、所属の指導救命士
との連携によるハイブリッド型の生涯研修が望ましいと考
えるためである。ただし、所属とワークステーションは常
に連携しており、困ったことがあった場合にはワークステ
ーションへ相談をもちかけるとともに、3か月～4か月に
1回、指導救命士コンセンサス会議を開催し、問題点と方

図1　救急ワークステーションの組織校正

写真1　事例想定訓練

写真2　講義風景。講義しているのは著者

図2　奈良県広域消防組合の救急ワークステーション方式
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はじめに

当消防本部では、平成28年4月1日から奈良県立医科大
学附属病院に常駐型救急ワークステーションを設置し、ド

指針ver1」で強調されているように、消防職員が
消防職員を教える「屋根瓦方式」を取り入れること
ができることもその理由である。これを筆者は「基
本理念」と表現している。

「生涯教育の指針ver1」策定には私も関わって
いる。総務省消防庁の役人の方々も委員の先生方
も、「組織の教育は組織で完結させる」という目標
に向かって熱い議論を繰り広げていた。委員には医
師も消防も参加していたが、教育に対する思いは消
防の方が強かったように思う。「医者も看護師も自

前で教育できるのに、消防だけがなぜ病院に頭を下げて教
えを請わなければならないのだ」という不満と、新しい資
格である「指導救命士」を中心に初めて完結した教育体制
が築けるという高揚感があった。指導救命士も運用も全国
で広がっており、教育の更なる充実が図られるだろう。

教育はこれからの消防を作る大切な仕事である。筆者は
「今後に向けて」の中で「少しずつ充実させて行きたい」
と述べている。設立してかなり経つ札幌消防のワークステ
ーションに何度か伺ったことがあるが、今でも細かな工夫
をして隊員の教育をしていると聞いた。奈良県広域でもワ
ークステーションが始まったばかりで大変だろうが、自分
たちの思い通りの教育を行えるチャンスでもある。PDCA
サイクルを常に回して講師・受講生の両方に実りのある教
育制度に育てて行って欲しい。

クターカー運用を含めた救急救命士生涯教育研修を実施し
ている。ドクターカーの出場範囲は奈良県広域消防組合管
内全域であり、奈良県面積の約90％という広大な出場範囲
となっている。

ドクターカーの出場基準を表1に示す。ポイントとして

向性を共有している。

ＰＤＣＡサイクルの導入（図3）

ＷＳでの研修カリキュラム等の振り返りについては、ま
ず、年度研修計画を策定し、実際に研修を実施、その後、
研修生側からのアンケート等により、研修の検証（振り返
り）を行い、次年度の研修計画策定の見直しへとフィード
バックし、新たな研修計画を策定するというPlan-Do-
Check-Action（ＰＤＣＡ）サイクルにより、研修体制、
内容をバージョンアップしていこうと考えている。

今後に向けて

本稿ではＷＳ初年度の取り組みを紹介した。初年度とい
うこともあり、手探り状態であることは否めないところで
ある。しかし、しっかりと研修の振り返りを行い、研修内
容を少しずつ充実させて行きたいと考えている。

平成29年度は就業前救急救命士への研修、通信指令セン
ター員への研修を実施していく計画である。

救急ワークステーションは救急隊員・救急
救命士の生涯教育の場として不動の地位を築
いている。その理由は教育の場が常に確保さ

れことである。また「救急業務に携わる職員の生涯教育の

ポイントは
ここ！

奈良県広域消防組合救急ワークステーション　山田 剛永　布施 貴則

通報段階におけるアンダートリアージの現状と
ワークステーションでの2つの対応策　　　　

著者紹介

吉井　克昌（よしい・かつまさ）
昭和38年12月10日生まれ
平成62年4月　消防士拝命
平成10年5月　救急救命士国家試
験合格
平成28年4月から救急ワークステ
ーション副所長

図3　救急ワークステーションのＰＤＣＡサイクル
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はキーワード方式ではなく、通信指令員または救急隊員が
通報内容や傷病者の状態から早期医療介入が必要であると
判断した事案に対し出場する。

ドクターカーとＰＡ連携の出場基準を表2に示す。こち
らもキーワード方式ではなく、通信指令員または救急隊
長、救急隊から連絡を受けた医師が早期に医療介入が必要
と判断した場合に出場する。しかしながら通報時、緊急
度・重症度が高い可能性がある事案に対しドクターカーが
出場していない事案が散見された。

緊急度・重症度が高かった事案と定義し、その中でドクタ
ーカー等の他隊連携せず出場した事案をアンダートリアー
ジ事案と定義した。このアンダートリアージ事案について
「事故種別」「通報内容」の2項目を調査した。また、通
報内容に関しては、通報者が最初に訴えた症状を主症状、
次に訴えた症状を随伴症状とした。なお、今回の調査デー
タは、救急隊が入力する統計システムから抽出している。

結　果

対象件数を図1に示す。検証対象は67件であった。

⑴　事故種別（図2）
急病が全体の54％を占めていた。これに関しては、救急

事案において「急病」の絶対数が多いため、必然的に多く
なったと考えられた。

⑵　症状別での主症状と随伴症状の内訳（図3）
通報者が主症状としていたのは「意識障害」に関する内

容が24％で最も多く、主症状で意識障害であったもの以外
の主症状に関して、随伴症状ありの内訳をみてみると、
「意識障害」を伴っている割合が48％と最も多かった。

そこで今回、通報内容から緊急度・重症度が高い可能性
がある事案に対して、ドクターカー出場等の他隊連携しな
かった事案（アンダートリアージ事案）を抽出し今後の課
題を考察したので報告する。

対象と方法

平成28年4月1日から7月31日までの4か月間で出場し
た管内全救急出場事案を対象に、転院搬送を除き、救急隊
が病院交渉1回目で三次医療機関を選定し搬送した事案を

表1　ドクターカー出場基準

表2　ＰＡ連携出動基準

図1　対象件数

図2　事故種別

【内因性事案】
▶　意識レベルが概ねＪＣＳⅡ桁以上
▶　背景、予後等から早期に医師による医療介入が必要

と通信指令員又は救急隊長が判断する事案
▶　内因性ＣＰＡで目撃あり事案

【外因性事案】
▶　高リスク受傷機転により早期に医師の治療が必要と

通信指令員又は救急隊長が判断する事案

【その他】
▶　現場の救急隊から受け入れ要請を受けた救命救急セ

ンターの医師が早期に治療が必要と判断した事案
▶　上記以外で、通信指令員又は救急隊長が早期に医師

による医療介入が必要と判断する事案

【迅速に医療機関へ搬送する必要のある場合】
▶　ＣＰＡ傷病者又はＣＰＡ傷病者を疑う若しくは移行

すると予想される場合
▶　高所からの墜落等で受傷機転から高度のエネルギー

が加わっていると判断できる場合

【搬送困難等の場合】

【救急隊の現場遅延が予想される場合】
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考　察

通報段階でアンダートリアージとなってしまう傾向があ
るのは、事故種別では「急病」、通報内容では主症状・随
伴症状を合せ「意識障害」に関する内容が多かった。この
ことから、通信指令員が、「急病」の通報時に緊急度・重
症度判断に苦慮しているのは「意識障害」に関することで
あることが分かった。その原因として「意識障害」の原因
は多岐にわたり、現場出場している救急隊であってもその
病態判断は非常に難しい面があること、加えて、通信指令
員は通報時に混乱する通報者から意識状態及び緊急性を短
時間で判断しなければならないことが考えられる。

アンダートリアージ事案を少なくするために我々は次の
2策を検討・実施している。
⑴　意識障害を伴う通報に対する他隊連携出場基準の見直
し
出場基準のキーワード化がよく用いられる。しかし、キ

ーワード化することにより判断は早くなる半面、通信指令
員がキーワードにとらわれてしまうことも懸念されること
から、現在出場判断のアルゴリズムの再検討を実施してい
るところである。
⑵　通信指令員の意識障害に関するスキルアップ

救急教育体制として、Off The Job Training （勤務外訓
練）としては、現在救急隊員を対象に実施している意識障
害病院前救護（ＰＣＥＣ）研修受講を模索している。

On The Job Training（勤務内訓練）としては研修施設
である救急ワークステーションに通信指令員コースを設
け、意識障害に関する教養と救急車同乗研修を今年度から
実施している。これにより通信指令員のコールトリアージ
スキルの向上が期待できる。この通信指令員コースではア
ンダートリアージの現状のみならず通信指令員の実情をふ
まえた柔軟な研修カリキュラムを提供している。

結　論

⑴　当消防組合でアンダートリアージ事案を抽出したとこ
ろ、「意識障害」の事案が最多であった。

⑵　通信指令員のトリアージスキルを向上させるために2
つの対応策を示した。

医師が見ても納得できるデータが示されて
いる。意識障害は非常に難しい。その理由と
して筆者は意識障害の原因は多岐にわたるこ

と、指令員は電話だけで状態を判断しなければならないこ
とを挙げている。その通りである。ではどうするか。大き
な消防では救急隊員の資格を持たない通信指令員も多いこ
とから、まず行うべきは教育であろう。すぐ効果は上がら
ないが、年単位であっても必ずトリアージ技術は向上す
る。短期的にはキーワードで病態を判断する方法でトリア
ージミスは少なくなるが、筆者の述べる通り「キーワード
にとらわれてしまう」危険性がある。

筆者の所属するワークステーションでは「通信指令員コ
ース」を設けている。心肺蘇生ガイドライン2015では通信
指令員の判断と口頭指導が重要視されており、通信指令員
の教育は救急関係のトピックスの一つとなっている。奈良
県広域の試みをこれからも全国に発信し、多くの消防本部
の指針となってほしいと願っている。

ポイントは
ここ！

著者紹介

山田　剛永（やまだ・よしひさ）
昭和55年1月19日生まれ
平成15年4月　消防士拝命
平成20年5月　救急救命士国家試
験合格
平成28年4月から救急ワークステ
ーション勤務

図3　症状別での主症状と随伴症状の内訳


