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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！

千葉市における救急車の不適切な
頻回利用者への対策

制されるのではないかと考えた。

表1　地域資源の例

・民生委員　　　　　　　・行政
・あんしんケアセンター

⑵　目的
年間7回以上救急出動を要請する者を救急車の頻回利用

者として定義付けた。対策実施によりこの者からの不要不
急な救急要請を抑制することを目的とした。
⑶　対象

当市の1行政区（稲毛区）をモデル地区とし調査対象と
した。
⑷　対策内容
ａ）地域資源につなぐ

関係者・関係機関との連携を図るために、半年をかけて
事業について表2に示す組織・団体と打合せ・説明を行な

千葉市局の概要と千葉市消防局の概要については、本誌
2018年1月号P.146、千葉市立青葉病院ワークステーショ
ンの概要については同月号P.149を参照ください。

対策の概要

⑴　背景
救急車の頻回利用者の例として、次のような具体例がある。

・飲酒をして医療機関への受診を怠り、医療機関への移動
手段として救急車を利用してしまう人

・医療機関への受診を目的とせず、「話し相手がほしい」
などで救急車を要請してしまう人

・同居家族などがなく、日常生活に介護が必要な者で「ベ
ッドから落ちた」などで救急車を要請してしまう人
これらに共通するのは、何らかの問題を抱えていること

である。この問題の背景を探り、背景をふまえた上で地域
資源（表1）や居場所事業につなぐことで、頻回利用が抑

はじめに

図に千葉市の人口と救急出動件数の予
測値を示す。人口は平成32年に97万4000
人でピークを迎えるが、救急出動件数は
その後も増え続け、平成47年に7万2,400
件で最大となる。これは平成27年と比較
して約33％の増加である。限りある消防
資源を有効に活用するために当局では、
平成27年度から千葉市稲毛区の民間団体
「NPO法人VAICコミュニティケア研究
所」（以下「VAIC」という）との協働
事業として、救急車の不適切な頻回利用
者への対策を開始したので紹介する。

図　千葉市における将来の人口と救急出動件数の予測値
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表3　平成27年の対策結果

表4　平成28年対策結果

った。これにより消防との顔の見える関係を構築した。

表2　事業について打ち合わせ・説明を行った組織・団体

・区役所社会援護課（生活保護者担当）との打合せ
・政策法務課（情報公開及び個人情報保護担当）との打合せ
・区保健福祉センターとの打合せ
・区社会福祉協議会の連絡会において説明
・市・区民生委員児童委員協議会の定例会において説明
・区民生委員地区会長（12人）に説明
・区町内自治会連絡協議会の理事会において説明
・区内あんしんケアセンター（4か所）との打合せ

ｂ）居場所事業につなぐ
VAICから、居場所事業としてサロン*を定期的に開催し

ているので、この場を利用し、頻回利用者にもサロンへの
参加を促すことで、主催者側と参加者、あるいは参加者同
士の関係性を構築し、人とのつながりを持たせることがで
きるのではないかとの提案があった。これにより頻回利用
者を孤立からの脱却させ、救急要請の抑制へつなげるもの
である。

パターンＢは本人に精神疾患・発達
障害などがあり、他人が救急要請を行
うタイプである。

このいずれにおいても、頻回利用を
抑制するには頻回利用者（パターンＢ
では「他人」）を一人にさせないこと
（キーパーソンとつなぐ、社交の場な
どで居場所をつくる（人とつなぐ））
ことが有効であった。

今回の対策では、事業の困難な例の
存在も明らかとなった。

第一に頻回利用者との信頼関係が築
けない場合である。これには頻回利用
の原因が突き止められない、利用者の
本心が分からないことが原因である。
行政としては適切な支援が何か分から
ないため事業は停滞する。

第二に行政支援のピットフォールで
ある。まず、生活保護者以外、65才未
満、（精神）障害者手帳がない人では行
政支援は受けられず、また連携できる
行政機関もない。次に親族又は身寄り
との疎遠な人である。得られる情報が
限られる。さらに、行政を拒否する、
行政機関それぞれの情報に連携が乏し

＊サロン=�井戸端会議ができる場所（誰でも気軽に立ち寄って

話ができる場所）

ｃ）聞き取り調査
対象者を抽出して、消防局（救急課）職員とVAIC職員と

で聞き取り調査を行った。対象は頻回利用者のみならずそ
の家族（生活保護受給者の場合は区社会援護課職員を交え
て実施）、民生委員、関係機関（区保健福祉センター等）で
ある。この聞き取りによりVAICが個人アセスメントシー
トを作成し、個別支援計画の策定と経過記録につなげた。
⑸　結果

これらの対策により、平成26年の対象者24名（346回救
急要請）は平成27年には9名（157回）と減少した。しか
し新たに14名の頻回要請者が出現し、その14名が141回の
救急要請を行った（表3）。
⑹　考察

今回の調査により、頻回利用者は2つのパターンに分か
れることが分かった。

パターンＡは貧困・アルコール・生活保護・母子家庭・
基礎疾患・精神科疾患など多くの問題が複合する複合タイ
プである。
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らではの活動や情報網などにより、キーパーソンとつな
いだり、社交の場などで居場所を作ったりすることで、人
と人とのつながりができ、頻回利用者が持つ特有の問題を
解決することができると考える。

千葉市消防局では平成28年9月9日から「応急手当感謝
カード」（写真1）の配布を開始した。応急手当を行った
バイスタンダーに感謝の気持ちを伝えるとともに応急手当
に関する不安をサポートするもの（写真2）である。これ
らの活動を含め、民間・市民の力を十分に活用し、住民の
ために救急業務を適切に運用していきたい。

結　論

⑴　救急車の不適切な頻回利用者への対策を行った。
⑵　頻回利用者を「つなぐ」ことで頻回利用は抑制された。
⑶　行政機関では実施が困難であっても民間団体と協力す

ることで問題を解決できる可能性を示した。
論文には頻回利用が発生する原因と対策方

法が示されている。頻回利用者のバックグラ
ウンドとしては基礎疾患や生活態度の問題が

あり、本人もしくは他人が頻回に救急車を呼んでしまうも
のである。対策方法は頻回利用者もしくは他人を一人にさ
せないことが有効であるとしている。

対策を実行するにあたっての障害についてもこの論文で
は指摘している。1つ目は信頼関係が築けないこと、2つ
目は行政の壁、3つ目は個人情報の壁である。頻回利用者
への対策は過去から数多く発表されており、私もいくつか
読んだことがあるが、その努力には頭が下がる思いであ
る。どれだけ努力しても行動を改めない人が少なからずい
ること、減ったと思ったら別の人が頻回利用者となって出
現することなど、努力は実を結ばないのではと感じること
もあるだろう。だが地味であっても救急資源を住民に平等
に与えるためには必要な努力である。消防も一人にならず
に、地域資源とともに活動を続けて欲しい。

ポイントは
ここ！

い（縦割り行政）、行政機関との連携に必要な手続きに時間
がかかる、日程調整が困難などが挙げられる。また個人情
報保護の壁も明らかであった。個人情報については、文書
よりも顔の見える関係の方が素早い対応が可能であった。
⑺　平成28年度事業内容

平成27年度と同じ行政区（稲毛区）にて、年間7回以上
不適切な救急出動を要請する者を救急車の不適切な頻回利
用者として定義付けて、この者からの不要不急な救急要請
を抑制することを目的に実施した。

関係機関との連携が取れている状態からスタートしている。
結果を表4に示す。今回も既存頻回利用者には効果を認

めたものの、新たな頻回利用者が発生している。

まとめ

平成27年度は消防局とVAICとの連携のほか、各行政機関
や関連団体などとの連携に時間を要し、頻回利用者に直接
対応する時間が十分ではなかったものの、救急車の要請回
数を減らすことができ、また、事業の課題や解決への糸口
が見えたことなど、ある程度の効果を上げることができた。

現在の各行政機関における支援は、縦割りになっている
部分が多く、頻回利用者が真に困っている部分について未
解決な状態であるため、救急業務に一時的な解消を求めて
いる状態となっているものと考えられる。

著者紹介

新濱秀樹（しんはま・ひでき）
昭和48年11月19日生まれ
平成6年4月　消防士拝命
平成14年4月　救急救命士国家試
験合格
平成28年4月から千葉市消防局警
防部救急課勤務

写真1　応急手当感謝カード

写真2　バイスタンダーに感謝の気持ちを伝えるとともに応
急手当に関する不安をサポートするものである。
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図1　現場見取り図

〈今治市の概要〉
今治市は、愛媛県の北東部に位置し、瀬戸内海のほぼ中

央部に突出した高縄半島の東半分を占める陸地部と、芸予
諸島の南半分の島しょ部からなり、山間部から海岸部ま
で、変化に富んだ地勢となっている。古くから瀬戸内海の
海上交通の要所として、近年では、本州四国連絡橋の一つ
である西瀬戸自動車道（しまなみ海道）開通により、西四
国の物流の拠点として重要な地域となっている。

産業では、地域の特性を生かした造船・海運が盛んで、
日本最大の海事都市といわれており、タオルの生産は日本
一で、国内生産量の約5割を占め「今治タオルブランド」
は国内のみならず、世界的な知名度を誇っている。

また、しまなみ海道は、「サイクリストの聖地」として
定着し、風光明媚な多島美を自転車で走り抜ける魅力的な
サイクリングロードとして国内外から多くのサイクリスト
が訪れている。

〈今治市消防本部の概要〉
管轄面積は、419.14㎢、人口16万2,546人で、1本部3消

防署5分署で組織され、職員数は213名（平成29年12月1
日現在）、そのうち救急救命士が50名（薬剤認定救命士45
名、気管挿管認定救命士35名、処置拡大認定救命士21名、
ビデオ喉頭鏡10名、指導救命士4名）である。

平成28年中の救急出動件数は8,001件であり、前年に比
べ81件減少したものの、依然として増加傾向である。

平成28年中の応急手当の講習回数は延べ166回5,480人
（上級救命講習が2回63人、普通救命講習が95回2,442人、
救命入門コースが29回1,012人、一般講習が40回1,963人）
が受講している。講習では、「命の尊さ」を伝え、勇気を
持って行動できるバイスタンダーの育成を目的として普及
啓発に取り組んでいる。

はじめに

心肺停止に関わるキーパーソンがそれぞれの役割を持っ
て行動し救命できた模範的な症例を経験した。一人は突然
目の前で倒れた傷病者を心停止ではないかと疑い、勇気を

持って反応の確認をし、周囲に大声で助けを呼んだ。一
人は救急車を呼び、もう一人はＡＥＤを探して献血車を停
止させた。献血車にあったＡＥＤを医療従事者が扱い、早
期に除細動が実施された。

この症例を紹介するとともに、この症例をきっかけに当
消防本部で導入したプレアライバルコール（prearrival 
call，現場到着前電話連絡）について紹介する。

なお、写真1、写真2、写真3、写真4は再現であり、
その他の図表は患者本人から掲載許可を得ている。

症　例

発生日時：平成○年11月○日17時頃。天候、晴れ。気温17.9
度。今治市伯方町のショッピングセンターに隣
接するテナントから119番通報があった。内
容は「40代くらいの女性が急に倒れて意識がな
く呼吸状態が悪いみたいです」であった。

現場上空の見取り図を図1に示す。

今治市消防局消防本部　渡邉康行　西本和幸
愛知県立今治病院　松岡　宏　三好　徹

プレアライバルコール導入のきっかけと
なった救命連鎖の奏功症例
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ＡＥＤ未設置のショッピングセンター駐車場で日本赤十
字社の献血が行われていた。献血を終えたバスが1台帰っ
たのと同時にショッピングセンターの外にあるテナント内

で40代女性の方が卒倒した。
卒倒した傷病者にＡさんが呼びかけたが反応がないた

め、大声で叫んだところＢさんとＣさんがやって来た（写
真1）。駆けつけたＢさんに119番通報を依頼したとこ
ろ、Ｂさんはショッピングセンターに駆け込んだ（写真
2）。ショッピングセンターの店長は詳しい状況はわから
ないものの、上記内容で119番通報をした。

ＡさんはまたＣさんにＡＥＤをお願いした。するとＣさ
んは、献血を終えて帰る途中の献血バスを停車させて事情
を説明したことろ、搭乗していた日本赤十字社の看護師が
現場にＡＥＤを持って駆けつけた（写真3）。

その後、救急覚知から7分19秒後に救急車が到着した。
一般市民のＡさん、Ｂさん、Ｃさんは、高齢者であるとは
わかっているが、救急隊が看護師から状況を確認していて
いる間にいなくなっていたため、応急手当の受講歴があっ
たかについては不明である。

傷病者接触時、意識レベルＪＣＳ300、尿失禁あり。
バイスタンダーＣＰＲが実施されており、「除細動2回実
施後、心拍再開しました」と献血をしていて現場に居合わ
せた看護師から伝えられた（写真4）。

日本赤十字社提供の心電図を図2に示す。救急隊の現場
到着が17時17分54秒で、現場直近に車両の部署ができたた
め、傷病者接触と同時に3回目の解析が行われており、救
急隊員も「ショックは不要です」のガイダンスを確認して
いる。

初期評価の結果を表1に示す。突然卒倒したとの情報か
ら、脳疾患及び心疾患を疑って活動した。重症くも膜下出
血からの神経原性肺水腫も疑ったが、両側呼吸音は正常で
あった。また、心筋梗塞及びたこつぼ型心筋症も疑ってい
たが、接触時の心電図は洞調律であった。

時間経過を図3示す。覚知から37分に意識レベルがＪＣ
Ｓ3、ＧＣＳ11に改善し、右半身に不全麻痺を認めた。

バイタルサインを表2に示す。接触時、脈拍が毎分120
回であったが病院到着前には140台まで上昇した。心電図
を図4に示す。病院到着前にＳＴ低下を認めた。

写真1（左）Ａさんの叫びに応じてやって来たＢさんとＣさん。
写真2（右）Ｂさんはショッピングセンターに駆け込み、ショ

ッピングセンターの店長に119番通報を依頼した。

写真3（右）Ｃさんが献血バスを停車させて事情を説明したこ
ところ、看護師が現場にＡＥＤを持って下車した。

写真4（左）救急隊が到着。「除細動2回実施後、心拍再開し
ました」と看護師から報告を受けた。

図2　救急隊到着までの心電図波形

図3　時間経過
表1　地域資源の例
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omputed tomography（ＣＴ）検査では後頭部に5㎝大
の血腫とともに外傷性くも膜下出血を認めた。また反衝損
傷によると思われる左前頭部急性硬膜下血腫も認めた（図
5）。入院経過中に行ったＣＴフォローでは血腫の増強は
認めなかった。

傷病名は突発性心室細動、傷病程度は重症であった。同
時に行った血液検査（表3）では、カリウムとマグネシウ
ムの電解質濃度に異常を認めた。電解質異常が心室細動の
原因の一部と考えられたため、電解質補正を行った。

緊急冠動脈造影検査では、右冠動脈（写真5）・左冠動
脈主幹部・前下降枝・回旋枝（写真6）のいずれにも有意
狭窄を認めなかった。よって、今回の心室細動発作は虚血

以外の原因と考えられた。
脳低温療法については、来院時意識レベルＪＣＳ3であ

ったことから脳低温療法は施行せず、全身管理を行なっ
た。カリウム、マグネシウムの補正を行ったが補正後も非
持続性心室頻拍が数回発生したため、入院1か月後に埋め
込み型除細動器の埋め込み手術を行った（写真7）。

入院1か月後の評価は、脳機能カテゴリー・全身機能カ
テゴリーとも1で機能良好であった。

考　察

本症例は、医療従事者が接触するまでの一般市民の連携

表2　バイタルサイン

表3　病院到着直後の血液検査結果

図4　心電図の変移表1　初期評価の結果

写真5　右冠動脈に狭窄を認めない。

写真6　左冠動脈主幹部・前下降枝・回旋枝に狭窄を認めない。

写真7　入院1か月後に除細動器埋め込み術を行った。
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した行動が奏功した症例である。また現場付近に医療従事
者及びＡＥＤがあったことも救命の要因となった。ガイド
ライン2015においてもバイスタンダーによる応急手当の重
要性が強調される中、今後も心肺停止傷病者の社会復帰率
向上のために、応急手当のさらなる普及啓発に取組むつも
りである。

本症例の覚知時点では現場の状況が詳しく聴取できてい
なかったため、救急隊現場到着までに心肺停止（ＣＰＡ）
の判断はできなかった。当該症例を経験して以降、当消防
本部では重症が疑われる症例についてはプレアライバルコ
ールを実施することにした（図6）。

プレアライバルコールのメリットとして、入電時にはＣ
ＰＡの判断が出来ていなかった場合にはコールによりＣＰ
Ａの判断ができること、その結果として口頭指導と応援要
請が可能となり現場活動がスムーズなることが挙げられ
る。また、通報者の他に人がいる場合では現場到着までに
状況聴取を行うことが可能となる。デメリットとしては、
ＣＰＡの場合で通報者が1人かつ固定電話の場合には胸骨
圧迫が中断されることが挙げられる。

実際に経験した例では、通報者が一人であっても携帯電
話のスーピカー機能が使えるなら胸骨圧迫の中断がほとん
ど生じず口頭指導を受けることが可能であった。

結　論

1）救命の連鎖の奏功事例を報告した。
2）プレアライバルコールにより現場活動をスムーズに行

う事ができる
良くできている症例報告である。心室細動

の原因は電解質異常であることがよくわかる
し、頭部外傷も意識障害の原因ではなく結果

であることが想像できる。
居合わせた高齢者、とくにＡさんは消防で教えた通りの

行動をしている。この1例だけでも今治消防の過去の努力
が実ったと言える。自分がその場に居合わせたら教えられ
た通りのことができるか。多くの人が「できない」と答え
るはずだ。ちなみに私は蘇生中に出くわしたことはあるが
第一発見者になったことはないので，できるかどうかその
場にならないと分からない。

この連載では学生がバイスタンダーになった例も紹介し
ている。誰もが心肺停止になるのと同じく、誰もがバイス
タンダーになる可能性がある。救命講習は消防にとっては
面白くもおかしくもないただの業務の一部だと思うが、将
来必ず報われる業務である。私も救命講習では「いつかこ
の人たちに助けられるかも」と思いながらしゃべっている。

ポイントは
ここ！

図5　病院到着直後の頭部ＣＴ画像
　　　白矢：後頭部皮下血腫　黒矢：急性硬膜下血腫　矢頭：外傷性くも膜下出血

図6　プレアライバルコール。記録された通報者の電話番号
に電話をし直して現在の傷病者の状況を確認するもの。
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