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⑥ 救急医療対策 

【現 状】 

（１） 初期救急医療体制 

比較的症状の軽い患者で外来診療によって対応する初期救急医療については，次表のとおりで，「休

日夜間急患センター」，「小児初期救急センター」「在宅当番医制」，「口腔保健センター」によっ

て実施されています。 

図表 2-11 呉圏域における初期救急医療体制 

区分 夜 間 休日・祝日の昼間 

内科 

・ 

小児科等 

 ○呉市医師会内科夜間救急センター 

  ( 平日のみ）19：30 ～ 23：00 

 ○呉市医師会小児夜間救急センター 

  ( 毎日）19：00 ～ 23：00 

 ○呉市医師会休日急患センター内科・外科・小児科 

9：00 ～ 18：00 

 ○在宅当番医 

  （呉市医師会，安芸地区医師会，佐伯地区医師会） 

歯科 ―  ○呉市歯科医師会呉口腔保健センター 

   9：00 ～ 15：00 

 

（２） 二次救急医療体制    

重症な患者に対応する二次救急医療機関については，病院群輪番制病院として，3病院（中国労災

病院，呉共済病院，済生会呉病院）が整備されています。この3病院と呉医療センターを加えた4病院

が，毎月「診療科目別二次医療体制」を組むことにより，相互の連携と分担を図っています。 

小児科及び産婦人科については，中国労災病院と呉医療センターの２病院が輪番で対応しています。 

眼科は，４病院（木村眼科内科病院，済生会呉病院，中国労災病院，呉医療センター）で時間外電

話当番制を実施しています。 

なお，救急告示医療機関として病院9施設・診療所1施設が認定されています。 

 

（３） 三次救急医療体制 

重篤な患者に対応する三次救急医療機関については，呉医療センターに救命救急センターが整備さ

れています。また，中国労災病院，呉共済病院においても三次救急医療が必要な患者の受入れが行わ

れており，当圏域の三次救急医療の一部を担っています。 

呉医療センターと中国労災病院には，ヘリポートが整備されています。 

 

（４） 搬送体制 

当圏域には，２つの消防本部（呉市消防局，江田島市消防本部）があります。消防署には，病院前

救護体制の充実が必要不可欠となっていることから，救急救命士や高規格救急車の配置をしています。 

また，島しょ部など救急車の到着に時間を要する救急患者への迅速な対応が可能となるよう，広島

県ではドクターヘリを活用して，初期対応及び救急搬送する体制が整備されており，呉圏域では，呉

医療センターと中国労災病院に，ヘリコプターによる救急搬送が可能となるヘリポートが整備されて

います。 

改正消防法に基づき，平成23（2011）年度に県が策定した「傷病者の搬送及び受入れの実施に関す

る基準」に則った救急活動を実施するとともに，受入困難事案患者を確実に受け入れる医療機関の確
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保や搬送先受入れ医療機関の速やかな決定に努めるなど，救急搬送の迅速化・円滑化に向けた運用を

行っています。 

平成２５年度から，受入困難事案（消防救急隊から医療機関への受入れにおける照会回数が４回以

上，または，消防救急隊の現場滞在時間が３０分以上かかる救急搬送事案）患者の受け入れ先として，

圏域内の２医療機関において２床の空床を確保しています。 

「呉圏域メディカルコントロール協議会」では，救急救命士の行う処置の拡大へ対応するための再

教育や資質向上等養成に努めるとともに，事後検証等に基づき救急医療活動及び救急医療体制の充実

を図っています。 

精神疾患を主な理由として搬送される患者の搬送体制の充実を図るため，平成２７年度，平成２８

年度に呉地域保健対策協議会において精神科を標榜する医療機関と消防との間で対策を協議し，救急

搬送する際の患者への対応の仕方などについて確認しました。 

 

図表 2-12 救急救命士の配置状況等 

区分 配置人員 救急救命士が

同乗している

救急車の割合

（%） 

（人） （10 万人対） 

呉

圏

域 

呉市 66 28.0 100 

江田島市 9 35.3 94 

計 75 28.7 99 

広島県 624 21.7 96.8 

全国平均 553.5 20.3 87.7 

出典：平成27（2015）年「救急・救助の現況」 

図表 2-14 救急患者搬送人員 

区分 搬送人員 千人対 

呉

圏

域 

呉市 9,536 40.5 

江田島市 1,363 53.4 

計 10,899 41.7 

広島県 112,968 39.4 

全国平均 116,561 42.7 

出典：平成27（2015）年「救急・救助の現況」 

 

 

（５） 住民への情報提供 

在宅当番医等の救急医療体制に関する情報については，広島県救急医療情報ネットワークシステム

や市による広報などを通じて提供されています。 

各消防本部や医療機関等において，ＡＥＤ（自動体外式除細動器）講習会など，救急救命処置に関

する普及啓発活動が行われています。 

地域の救急医療を守るため，リーフレット配布，出前トークや講習会など，県・市による適正な救

急医療の受診に関する啓発活動が行われています。 

 

  図表 2-13 高規格救急車の整備状況等 

区分 高規格救急車稼動台数 救急救命

士常時運

用隊数 （台） （10 万人対） 

呉

圏

域 

呉市 16 7.0 14 

江田島市 3 11.8 2 

計 19 7.3 14 

広島県 157 5.5 120 

全国平均 120.3 4.4 96.7 

出典：27（2015）年「救急・救助の現況」 

図表 2-15 重症以上の搬送件数 

区分 搬送件

数 

うち 30 分以上

現場滞在 

うち 4 回以上受

入照会 

件数 割合

（%） 

件数 割合

（%） 

呉

圏

域 

呉市 1,135 68 6.0 18 1.6 

江田島市 187 9 4.8 6 3.2 

計 1,322 77 5.8 24 1.8 

広島県 112,968 761 7.3 274 2.6 

全国平均 116,561 500 5.3 300 3.2 

出典：平成 28（2016）年呉地域保健対策協議会調べ 

広島県，全国平均は，平成 27（2015）年「救急・救助の現況」 
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  ３ 住民主体の通いの場による地域づくり 

 健康寿命の延伸や地域包括ケアシステムの構築等を目的として，全国的に高齢者等の「通いの場」

づくりが進められているところですが，江田島市では，住民の主体性を確保するように工夫して，「い

きいき百歳体操」による「通いの場」を立ち上げ，継続して実施できるように，積極的に支援してい

ます。その結果，住民自らが運営する「通いの場」が市内全域に拡大し，平成 29（2017）年３月には，

52 か所の通いの場に 766 人が参加しています。高齢者人口当たりの通いの場の数は，県内トップとな

っています。 

（１）事業の展開方法 

 立ち上げまでの取組では，既存の組織に事業実施をお願いする方法はとらず，色々な場所へ出向い

て事業啓発を行い，興味や関心を寄せた団体やグループに対してプレゼンテーションを行っています。 

 毎週の継続実施は容易ではないことから，次表のとおり，それぞれのグループの特色を分析し，そ

の特色ごとにパターンを変えて，住民の「やる気」を引き出し，「自分のためにやってみよう」という

気持ちになるよう仕掛けています。 

 

図表 5-5 立ち上げグループ（型）ごとの関わり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業の効果 

ア 定期的（初回，３か月後，９か月後，以降６か月ごと）に実施している体力測定では，片足立ち，

30 秒イス立ち上がり，握力，３ｍターン歩行，２ステップ値などの測定結果が回を追うごとに向上

しています。 

イ 通いの場に毎週集うことは，筋力の維持・向上だけでなく，「気持ちが明るくなった」，「週１回が

楽しみ」といった心理的な効果や，外出の頻度や友人知人の増加など社会面での効果も現れていま

す。 

ウ 体操後の茶話会によって，近所の様子がメンバー間で共有され，欠席者への訪問などの見守り活

動が自然に自主的に行われるなど，自分のためにやり始めることがひいては地域づくりにもつなが

っています 
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