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現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

    

（（（（現状現状現状現状））））    

（（（（１１１１））））救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制    ○ 初期救急医療は，外来診療によって救急医療を行う最も地域に密着した体制であり，｢在宅当番医制｣，｢休日夜間急患センター｣，｢休日等歯科診療所｣等によって行われています。 ○ 在宅当番医制は，市町において，県内 22 地区すべての医師会と尾道市歯科医師会の協力により実施されています。 ○ 休日夜間急患センターは，人口 5万人以上の 8 市（広島市立広島市民病院，広島市立舟入病院含む）において運営され，さらに，人口 5 万人未満の市又は地域のうち，2 市，１地区においても運営されています。 

 

（（（（２２２２））））歯科救急歯科救急歯科救急歯科救急    ○ 休日等歯科診療所は，地区歯科医師会等が設置している口腔保健センター等 4 施設で対応しています。また，年末，年始等には，口腔保健センターがある近隣地域において，地区歯科医師会主体で在宅歯科当番協力医制度を実施しています。 
 

（（（（３３３３））））眼科眼科眼科眼科・・・・耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科のののの救急救急救急救急    ○ 眼科，耳鼻咽喉科の休日診療は，広島市医師会，安芸地区医師会，安佐医師会，大竹市医師会，佐伯地区医師会，呉市医師会，世羅郡医師会，松永・沼隈地区医師会において，在宅当番医制により行われています。     
（（（（４４４４））））救急医療情救急医療情救急医療情救急医療情報報報報システムシステムシステムシステム    ○ 県は，｢広島県救急医療情報ネットワーク※49 システム｣により，在宅当番医，休日夜間急患センター等，初期救急医療機関の検索が容易にできるよう，県民に情報を提供しています。 

図図図図５５５５----２２２２----ⅠⅠⅠⅠ----１１１１    休日夜間急患休日夜間急患休日夜間急患休日夜間急患センターセンターセンターセンター等等等等    

第第第第２２２２節節節節    救急医療救急医療救急医療救急医療のののの推進推進推進推進    

ⅠⅠⅠⅠ    初期救急医療対策初期救急医療対策初期救急医療対策初期救急医療対策    
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（（（（課題課題課題課題））））    

（（（（１１１１））））診療機能診療機能診療機能診療機能のののの充実充実充実充実    ○ 在宅当番医制は，地域のかかりつけ医※24 機能の強化と連動し，初期救急医療提供体制の基本として，その役割が一層重要です。このため，地域のニーズに即して，二次救急医療体制等との連携強化など，充実を図ることが重要です。 ○ 休日夜間急患センターは，休日・夜間における診療機能として，地域住民の安心の拠り所となっていることから，地域のニーズに対応した機能の拡充を図ることが重要です。 
 

（（（（２２２２））））歯科救急歯科救急歯科救急歯科救急    ○ 歯科救急については，休日歯科診療所や在宅歯科当番医制が実施されていない地域において，地域の実情にあった事業を推進する必要があります。 
 

（（（（３３３３））））眼科眼科眼科眼科，，，，耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科のののの救急救急救急救急    ○ 眼科，耳鼻咽喉科等の特殊診療科の初期救急医療体制については，地域偏在が著しい専門医の現状やニーズ等を客観的に評価するとともに，実効性や必要性について十分検討した上で，具体的な取組みを図る必要があります。 
 

（（（（４４４４））））情報提供情報提供情報提供情報提供，，，，意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発    ○ 軽症患者の二次救急医療機関での夜間受診や救急車利用が増加しており，救急医療情報や救急医療体制の現状等について，｢救急医療情報ネットワーク｣等を通じて，広く情報提供し，県民への意識啓発に取り組む必要があります。 
  

【【【【施策施策施策施策】】】】    

（（（（１１１１））））在宅当番医制在宅当番医制在宅当番医制在宅当番医制のののの充実充実充実充実    ○ 在宅当番医制については，地域のニーズ等を踏まえ，内科，外科を中心とした体制に加え，小児科，耳鼻咽喉科，眼科等診療科目の充実が図られるよう，市町の取組みを促進します。  
（（（（２２２２））））休日夜間急患休日夜間急患休日夜間急患休日夜間急患センターセンターセンターセンターのののの充実充実充実充実    ○ 休日夜間急患センターについては，診療科目の充実や診療時間の延長等住民のニーズに的確に対応できるよう，市町の取組みを促進します。     
（（（（３３３３））））小児科小児科小児科小児科，，，，眼科眼科眼科眼科，，，，耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科，，，，歯科歯科歯科歯科のののの救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの充実充実充実充実    〔〔〔〔小児科救急小児科救急小児科救急小児科救急〕〕〕〕    

表５-２-Ⅰ-１　傷病程度別搬送人員の状況(平成17(2005)年中）傷病程度 搬送人員 割合死亡 1,258 1.2%重症 12,710 11.9%中等症 45,498 42.7%軽症 46,997 44.1%その他 144 0.1%106,607 100.0%資料：平成18年消防防災年報重症…傷病程度が３週間以上の入院を要するもの中等症…傷病程度が入院を必要とするもので重症に至らないもの軽症…傷病程度が入院加療を必要としないもの
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○ 小児救急については，130～134 に記載しています。 〔〔〔〔眼科眼科眼科眼科・・・・耳鼻咽喉科救急耳鼻咽喉科救急耳鼻咽喉科救急耳鼻咽喉科救急〕〕〕〕    ○ 眼科や耳鼻科について，休日における在宅当番医制が確保されていない地域においては，地域の実情等を踏まえ，診療科目の充実が図られるよう，圏域地対協での協議を進め，市町の取組みを促進します。 〔〔〔〔歯科救急歯科救急歯科救急歯科救急〕〕〕〕    ○ 年末・年始等歯科救急診療のニーズの高まる時期における歯科当番協力医制度や一部地域で導入している在宅歯科当番医制について，地域の実情に合わせて充実強化を図ります。 ○ 休日歯科診療所や在宅歯科当番医制が実施されていない地域において，地域の実情を踏まえ，かかりつけ歯科医の機能を十分に発揮する体制を整備するとともに，高次救急機能としての広島大学病院との連携を推進し，歯科救急医療体制の充実を図ります。     
（（（（４４４４））））県民県民県民県民へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供，，，，啓発啓発啓発啓発のののの積極的推進積極的推進積極的推進積極的推進    ○ 住民に対する救急医療の啓発が地区医師会や消防機関等との連携により積極的に行われるよう，市町の取組みを促進します。 ○ 県民が，適切な医療を受けられるよう，広島県救急医療情報ネットワーク※49 システムにより，患者の医療機関選択を支援するとともに，医療機関の適正な利用など，県民への意識啓発の媒体としても活用が図られるよう，必要に応じてシステムを充実します。 
 

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/http://www.qq.pref.hiroshima.jp/http://www.qq.pref.hiroshima.jp/http://www.qq.pref.hiroshima.jp/    

（（（（５５５５））））高次救急医療高次救急医療高次救急医療高次救急医療とのとのとのとの連携連携連携連携    ○ 初期救急においては，重症度の高い救急患者が含まれている可能性があるため，緊急に高次救急医療機関に搬送・収容できるよう，広島県救急医療情報ネットワークシステムの活用も含めて，連携体制の強化を図ります。    
 

図図図図５５５５----２２２２----ⅠⅠⅠⅠ----２２２２    広島県救急医療情報広島県救急医療情報広島県救急医療情報広島県救急医療情報ネットワークネットワークネットワークネットワーク    
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【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

（（（（現状現状現状現状））））    

（（（（１１１１））））救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制    ○ 二次救急医療は，入院治療を必要とする重症救急患者に対する医療であり，14の救急医療圏域で｢病院群輪番制※50病院｣を基本に，救急告示医療機関※51も含めて体制を確保しています。 ○ 三次救急医療は，二次救急医療では対応困難な複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者に対し，24 時間体制で高度な医療を総合的に提供するものであり，複数の二次保健医療圏を対象とした救命救急センターを４か所，救命救急センターの機能に加えて重症熱傷や指肢切断等の特殊傷病について全圏域を対象とする高度救命救急センターを１か所設置しています。  
（（（（２２２２））））消防防災消防防災消防防災消防防災ヘリヘリヘリヘリによるによるによるによる救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送    ○ 県及び広島市が保有している防災・消防ヘリコプターは，広島県下共同利用方式に加え，要請先の一元化等により，効率的な運用が図られています。 ○ ヘリポートについては，すべての三次救急医療機関の屋上又は敷地内に設置されており，二次救急医療機関にも２か所設置されています。県では，概ね二次保健医療圏に 1 か所以上のヘリポートを確保して，広域搬送体制の基盤整備を行うとともに，286 の場外離着陸場を登録しています。 ○ 重症救急患者の広域的な搬送体制を確保し，救命率の向上等を図るため，平成 17（2005）年８月から，県内２機の消防・防災ヘリコプターを活用して，救命救急センター等の医師がヘリに搭乗し，救急現場から救命医療を行う「広島県ドクターヘリ的事業」に取り組んでいます。  

（（（（３３３３））））病院前救護体制病院前救護体制病院前救護体制病院前救護体制    ○ 救急救命士※52については，14消防本部に 538 名（平成 19（2007）年 4月現在）が配置されています。救急救命士が行う応急処置範囲の拡大に伴い，メディカルコントロール※53 体制を全圏域（７圏域）に確

航空隊基地
救急現場

①　医師要請　（ 広島市消防局経由 ） 救命救急センター等②②②②　　　　医師等医師等医師等医師等ののののPICK UPPICK UPPICK UPPICK UP

③　医師による診断④　医師による応急処置⑤　搬送先の決定
（ ⑥　重篤患者の搬送 ）地元医療機関

（医師等の迎え）
（救急車による搬送）

 

図図図図５５５５----２２２２----ⅡⅡⅡⅡ----１１１１    ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ的事業的事業的事業的事業のののの概要概要概要概要    

ⅡⅡⅡⅡ    二次二次二次二次・・・・三次三次三次三次（（（（高次高次高次高次））））救急医療対策救急医療対策救急医療対策救急医療対策    
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保するとともに，気管挿管や薬剤（アドレナリン）投与の実施が可能な救急救命士の養成を計画的に進めています。平成 1８（200６）年度末現在，これらの処置が可能な者が，気管挿管７５名，薬剤投与７７名となっています。  
（（（（４４４４））））AEDAEDAEDAED

※20
のののの状況状況状況状況    ○ 平成 16（2004）年７月から，緊急時における非医療従事者の AED（自動体外式除細動器）の使用が可能となったことから，平成 18（2006）年度に県立施設 161 ヵ所へ配備を行うとともに，職員への啓発に取り組んでいます。 ○ AED 設置場所情報や，各消防本部等の救命講習の開催状況について，インターネットにより情報提供をしています。（市町立施設や民間施設等への設置：581 施設（平成 20（2008）年 1月現在）  

（（（（５５５５））））救急医療情報救急医療情報救急医療情報救急医療情報システムシステムシステムシステム    ○ ｢広島県救急医療情報ネット※49 ワークシステム｣では，救急医療機関が入力した応需情報（診療科ごとの受入体制）を，消防機関に対して情報発信しています。 ○ 平成 1９（2007）年度からは，救急隊が救急患者の搬送先選定困難時に，携帯電話を活用して複数の医療機関に対して一斉に受入要請を行うことができる機能「こまっＴＥＬ」により，搬送先医療機関の選定を支援しています。 

 

（（（（課題課題課題課題））））    

（（（（１１１１））））ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ的事業的事業的事業的事業    ○ 消防・防災ヘリによるドクターヘリ的運用は，救命率の向上等に大きな成果を挙げていますが，他県の本格的なドクターヘリに比べて，出動件数が伸びていません。 ○ 高速道路の SAやＰＡの敷地内に，場外離着陸場が整備されることが望ましく，高速道路

①現場で傷病者の状況・様態を確認し，該当する診療科目等から受入を要請する医療機関の範囲を決定する。 ②携帯電話から受入要請の音声メッセージを登録する。 ○月○日男性 1 名 …受入お願いします 
⑤救急隊の携帯電話に届いた医療機関からの回答に基づいて搬送する医療機関を選定する。 ⑥選定した医療機関と電話で搬送・受入の詳細について調整する。 ③複数の医療機関へ一斉にメッセージを送信する。 ④医療機関では，設置端末へ届いたメッセージを確認し，  受入可否を回答する。 

要請・発信 応答・選定 図図図図５５５５－－－－２２２２－－－－Ⅱ―Ⅱ―Ⅱ―Ⅱ―２２２２    救急搬送支援救急搬送支援救急搬送支援救急搬送支援システムシステムシステムシステム「「「「こまっこまっこまっこまっＴＥＬ」ＴＥＬ」ＴＥＬ」ＴＥＬ」のののの概要概要概要概要    
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上の事故等において，円滑かつ安全な対応を期することができると考えます。 
    

（（（（２２２２））））病院前救護体制病院前救護体制病院前救護体制病院前救護体制    ○ メディカルコントロール※53圏域間で，心停止傷病者の心拍再開率が大きく異なるなど，質的な格差が生じていることが窺われます。メディカルコントロールの質を客観的に評価し，改善につなげる必要があります。 ○ 救命救急センター等への救急救命士※52 等救急隊員の常駐と救急自動車の配置による「救急ワークステーション方式」の導入について，検討する必要があります。  
（（（（３３３３））））AEDAEDAEDAED

※20
使用使用使用使用のののの検証体制検証体制検証体制検証体制    ○ AED の設置が進んでいますが，救命講習を受けた県民が，どのくらい救命に関わる場面に遭遇し，結果がどうであったかを，一元的に把握できる体制が整っていません。各圏域メディカルコントロール協議会においては，これらを把握し，改善や発展につなげる枠組みをつくる必要があります。 

 

（（（（４４４４））））救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの評価評価評価評価    ○ 現状では，救急医療体制について，搬送・救命処置から医療機関における救急医療の提供，転帰までの一連の対応を，客観的に評価できていません。医療の質を担保し，地域間格差の是正を図る必要があります。 
 

（（（（５５５５））））救急搬送支援救急搬送支援救急搬送支援救急搬送支援システムシステムシステムシステムのののの習熟習熟習熟習熟    ○ 救急医療機関が入力する応需情報について，救急搬送に際して有効な情報として活用できるよう，情報の精度を高める必要があります。 ○ 救急搬送支援システム「こまっＴＥＬ」について，救急事案発生時の迅速かつ的確な患者搬送・収容に資するため，関係機関・職員の習熟度を高める必要があります。 
 

（（（（６６６６））））救急医療等救急医療等救急医療等救急医療等のののの啓発啓発啓発啓発    ○ 県民が突然の病気やケガに慌てず対処できるよう，一般救急や災害時の応急手当に関する「家庭救急医学」の普及に取り組む必要があります。 ○ 救急車の搬送件数が増加しており，救急車の適正利用が求められています。 
 

（（（（７７７７））））医療連携体制医療連携体制医療連携体制医療連携体制    ○ 高次の救急医療を必要とする救急患者を，迅速かつ円滑に医療機関へ収容できるよう，二次・三次救急医療機関間の緊密な連携が必要です。また，二次救急医療機関に収容された患者の容態急変時には，三次救急医療機関への円滑な転院も重要です。 
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○ 生活習慣病等の増加に伴い，脳卒中，心筋梗塞等の救急患者が増加する中で，迅速に医療機関へ搬送し，病期に応じた切れ目のない治療等を行うことが，予後に良好に作用します。このため，急性期医療から回復期リハビリ等の医療連携体制を確保する必要があります。 
    

【【【【施策施策施策施策】】】】    

（（（（１１１１））））ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ的事業的事業的事業的事業のののの充実充実充実充実    ○ 消防・防災ヘリによるドクターヘリ的運用のロスタイムの短縮について検討し，効率的な運用に努めます。また，高速道路 SA，ＰＡに，ヘリコプター場外離着陸場が整備されるよう，国等に要請します。 ○ ドクターヘリの導入については，「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成 19（2007）年 6月 27日施行）」の趣旨を踏まえ，救命救急センターや消防機関，医師会等の関係機関の協力を得ながら，ヘリコプターの活用も含む，救急医療体制のあり方について検討を行います。 
（（（（２２２２））））メディカルコントロールメディカルコントロールメディカルコントロールメディカルコントロール

※53
体制体制体制体制のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    ○ 広島県メディカルコントロール協議会において，各圏域のメディカルコントロールの質を評価し，改善に努めるとともに，救急搬送と救急医療の連携体制の充実・強化を図ります。 ○ 「救急ワークステーション方式」について，関係機関での具体的な検討を行います。 ○ 各圏域の救急医療体制を評価し，メディカルコントロールの充実など，地域間格差の是正と質の担保に努めます。 

（（（（３３３３））））AEDAEDAEDAED

※20
のののの普及促進普及促進普及促進普及促進とととと啓発啓発啓発啓発    ○ 市町や民間事業に積極的に働きかけ，集客力の高い公共の場への AEDの設置を促進します。 ○ 消防本部や日本赤十字社広島県支部で実施されている県民向けの救命講習会の開催情報や AED の設置情報を，救急医療情報ネットワークで公開し，県民の受講や AED の普及を促進します。 ○ メディカルコントロール体制において，AEDの使用に係る事後検証を行います。 

（（（（４４４４））））医療連携体制確保医療連携体制確保医療連携体制確保医療連携体制確保    

○ 広島二次保健医療圏の受入困難事案の解消を図るため，広島市立広島市民病院に

救急医療コントロール機能を整備し，二次救急医療体制を強化します。 ○ 脳卒中，心筋梗塞等に係る急性期医療から回復期リハビリ等までの医療連携体制の確保について，検討を進めます。    

（（（（５５５５））））救急医療情報救急医療情報救急医療情報救急医療情報ネットワークシステムネットワークシステムネットワークシステムネットワークシステムのののの円滑円滑円滑円滑なななな運用運用運用運用    ○ 応需情報の精度を高めるため，救急医療機関の協力を求め，リアルタイムの情報が反映される体制の整備に努めます。 ○ 救急搬送支援システム「こまっＴＥＬ」の周知や習熟度を高めるために，消防本部単位等



124 

で定期的に入力訓練等を行います。また，システムの運用実績等の分析・評価等を行い，必要に応じて適宜，システムの改善に努めます。 ○ 救急医療の意識啓発や医療への理解の促進のため，家庭救急医学等の情報発信に努めるとともに，救急車の適正利用に資するよう，休日や夜間における初期救急医療機関情報の検索機能を充実します。 
 

     
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（６６６６））））高次救急医療機関高次救急医療機関高次救急医療機関高次救急医療機関間間間間のののの整備整備整備整備とととと連携強化連携強化連携強化連携強化    ○ 広島西二次保健医療圏の三次救急医療を必要とする救急患者に対応するため，広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院に地域救命救急センターを整備します。 ○ 救命救急センターへのアクセスに時間を要する２地域について，高次救急医療体制の整備を検討します。 ○ 高次救急医療機関間の連携を促進し，救急医療機能のネットワーク化に努めます。    

二次救急医療機関 三次救急医療機関 

救急患者 医療情報入手 

県民 

●ﾃﾚﾎﾝｻｰﾋﾞｽ ●ＦＡＸｻｰﾋﾞｽ ●ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ 

搬送機関 

情報センター 広島県救急医療情報ネットワーク 

●救急搬送受入モニター ●医療機関検索     ●医療情報の入手    ●自機関情報の更新   

インターネット 

●当輪番情報登録 ●医療情報の入手 

●医療情報の入手 ●統計情報の作成 ●各種情報提供 地区医師会 

搬送機関 搬送機関 

初期救急医療機関 

搬送機関 
搬送機関 ●高次救急施設情報登録 ●高次救急医療情報登録 

●医療機関情報  今診てもらえる医療機関  近くの医療機関 

救急現場 一斉通報 

図図図図５５５５----２２２２----ⅡⅡⅡⅡ----３３３３    広島県救急医療情報広島県救急医療情報広島県救急医療情報広島県救急医療情報ネットワークシステムネットワークシステムネットワークシステムネットワークシステム概念図概念図概念図概念図（（（（平常時平常時平常時平常時））））    

地域救命救急センターとは，最寄りの救命救急センターへのアクセスに時間を要する地域（概ね 60分以上）において，専用病床が10床以上 20 床未満の救命救急センター。 
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 平成平成平成平成 1111９９９９（（（（200200200200７７７７））））年年年年 4444 月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在    
 

 

                                 

図図図図５５５５----２２２２----ⅡⅡⅡⅡ----４４４４    広島県救急医療体制広島県救急医療体制広島県救急医療体制広島県救急医療体制    

二次救急医療機関 
三次救急医療機関 

・休日夜間急患センター（11 機関） ・休日等歯科診療所（4 機関） ・在宅当番医制（22 地区医師会，1 歯科医師会） 

 （24時間） ・高度救命救急センター（１機関） ・救命救急センター（４機関） 
（休日・夜間） 
（休日・夜間） 初期救急医療機関 

 

（24時間） 〔1４消防本部〕 広 島 県 救 急 医 療 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム （インターネット） 救急医療情報センター 
消 防 機 関 救 急 患 者 インターネット 携帯電話 

・病院群輪番制病院（6１機関）            （常時） ・救急告示病院・診療所 

○初期救急医療機関  発熱や軽いケガなど，外来で治療できる比較的軽症な患者に対応した診療を行う。  ・休日夜間急患センター，休日等歯科診療所……市町等が休日・夜間における診療体制を確保するために整備した診療所。  ・在宅当番制……地区ごとに複数の医療機関が当番を決め，交代で休日・夜間における診療に対応する。 ○ 二次救急医療機関 緊急手術や入院を要するようなケガや急病などの重症患者に対応した救急医療を行う。  ・病院群輪番制病院……重症患者に対応する複数の病院が，交代で休日・夜間における診療に対応する。 ・ 救急告示病院・診療所……救急隊によって搬送される患者を受入れる旨の申出により，知事が救急病院であることを              告示した医療機関。 ○ 三次救急医療機関 二次救急医療機関では対応困難な，生命に関わるようなケガや重病などの重篤患者に対応した救命医療を行う。  ・救命救急センター……重症及び複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者を受け入れる。 ・高度救命救急センター……救命救急センターの機能に加え，特に広範囲熱傷，指肢切断，急性中毒等の特殊疾病患者を              受け入れる。 

（搬送先医療機関情報等） （医療機関情報等） 
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 表表表表５５５５----２２２２----ⅡⅡⅡⅡ----１１１１    広島県救急医療体制広島県救急医療体制広島県救急医療体制広島県救急医療体制    初期救急医療機関 二次救急医療機関 二次医療圏名 市（区）町名 人 口 （人） 休日夜間急患ｾﾝﾀｰ等 在宅当番医制 二次救急医療圏名 施 設 名 三次救急医療機関 救急医療情報センター 広島市 （中・東・西・   南・佐伯区） 705,676  広島市医師会  広島市 （安芸区) 76,656 府中町 50,732 海田町 29,137 熊野町 25,103 坂町 12,399 
 安芸 地区 医師会  

 広島 地区  

（（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○広島市立舟入病院 ○一ノ瀬病院 ○尾鍋外科病院 ○翠清会梶川病院 ○医療法人社団まりも会八丁堀平松整形外科消化器科病院 ○医療法人財団愛人会河村病院  ○国家公務員共済組合連合会広島記念病院 ○医療法人社団曙会シムラ病院 ○広島赤十字･原爆病院 ○広島市立広島市民病院  ○医療法人あかね会土谷総合病院 ○原田病院 ○林病院 ○医療法人社団おると会浜脇整形外科病院 ○医療法人社団まりも会平松整形外科病院 ○国家公務員共済組合連合会吉島病院 ○中国電力株式会社中電病院 ○太田川病院 ○広島鉄道病院 ○荒木脳神経外科病院 ○医療法人社団慈恵会いまだ病院 ○加川整形外科病院 ○医療法人厚生堂長崎病院 ○総合病院福島生協病院 ○医療法人社団清風会五日市記念病院 ○広島医師会運営・安芸市民病院 ○マツダ株式会社マツダ病院   （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     51医療機関 広島市 (安佐南･安佐北区） 372,059 安佐 医師会 安芸太田町 8,238 北広島町 20,857 

広島市立広島市民病院  広島市立舟入病院  広島口腔保健センター  広島  

安芸高田市 33,096 高田地区休日夜間急救診療所 
山県郡医師会  安芸 高田市 医師会 

安佐 山県 高田 地区  
（（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○広島市立安佐市民病院  （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     22医療機関 

大竹市 30,279 大竹市医師会 
広島西 廿日市市 115,530 

大竹市休日診療所  廿日市市休日夜間急患診療所 佐伯 地区 医師会 佐伯 大竹 地区 
（（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院  ○ 国立病院機構広島西医療センター  （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     ２医療機関 

 〔救命救急センター〕広島市立広島市民病院  県立広島病院  国立病院機構呉医療ｾﾝﾀｰ  福山市民病院  〔高度救命救急センター〕 広島大学病院    

 ○ 情報センター ・広島県健康福祉局保健医療部医療政策課      策室 ・ 広島県医師会地域医療課内 ・ 広島県歯科医師会業務課内 ○端末装置整備状況  情報センター（3か所）  消防機関（14か所）  地区医師会（22か所）  地区歯科医師会（1か所）  県保健所（8か所）  医療機関（119か所） （平成20（2008）年3月現在） ○住民への情報提供方法 インターネット（携帯電話対応），フリーダイヤル及びファクシミリ 【内容（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（携帯電 話 対応）】（24時間） ｶﾃｺﾞﾘｰ別に情報提供 ＜救急・歯科・キッズ・医療機関・バリアフリー・English・感染症・精神科＞  提供情報内容 ・ 医療機関情報 一般（名称・所在地・TEL・URL等） 交通アクセス，駐車場 障害者用ﾄｲﾚの有無 車椅子での来院の可否 許可病床状況 標榜科目 外来受付時間 専門外来 医療施設等の状況 救急医療の実施に有無 対応できる外国語 適用している医療保険 対応可能な予防接種 在宅医療，地域連携 等 ・ 感染症情報 ・ 携帯電話へＵＲＬの案内 ・ 休日や夜間に診療している医療機関の音声案内の電話・ファクシミリ番号の案内  【内容（フリーダイヤル・ファクシミリ）】（24時間）  休日や夜間に診療している病院･診療所情報 
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 初期救急医療機関 二次救急医療機関 二次医療圏名 市（区）町名 人 口 （人） 休日夜間急患ｾﾝﾀｰ等 在宅当番医制 二次救急医療圏名 施 設 名 三次救急医療機 関 救急医療情報センター 
呉市 251,003 呉市 医師会  安芸 地区 医師会  豊田郡医師会 呉 江田島市 29,939 

呉市医師会休日急患センター  呉口腔保健センター 安芸 地区 医師会  佐伯 地区 医師会 
呉地区 

（（（（病院群輪番制等参加施設病院群輪番制等参加施設病院群輪番制等参加施設病院群輪番制等参加施設））））    ○労働者健康福祉機構中国労災病院  ○ 国家公務員共済組合連合会呉共済病院  ○社会福祉法人恩賜財団広島県済生会済生会呉病院  （（（（救急告示救急告示救急告示救急告示病院病院病院病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     11医療機関    

東広島市 184,430 東広島市休日診療所 東広島地区 医師会  賀茂郡東部 医師会  竹原 地区 医師会 東広島地区  （（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○国立病院機構東広島医療センター ○西条中央病院 ○医療法人社団樹章会本永病院  ○ 井野口病院  （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     ７医療機関 
竹原市 30,657 竹原市休日診療所 竹原 地区 医師会 

広島中央  
大崎上島町 9,236  豊田郡医師会 竹原 地区 （（（（病院群輪番制参病院群輪番制参病院群輪番制参病院群輪番制参加施設加施設加施設加施設））））    ○医療法人社団仁慈会安田病院  ○ 県立安芸津病院 ○ 医療法人楽生会馬場病院  （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     3医療機関 三原市 104,196 三原市医師会休日夜間急患診療所 

三原市医師会  賀茂郡東部 医師会  世羅郡医師会 三原 地区 （（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○医療法人里仁会興生総合病院  ○医療法人清幸会土肥病院  ○ 総合病院三原赤十字病院  （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     ７医療機関 尾道 地区 （（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○尾道市立市民病院  ○広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院     （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     4医療機関 尾道市 150,225 尾道市立夜間救急診療所 
尾道市医師会  三原市医師会  因島 医師会  尾道市歯科 医師会 因島 地区 （（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○ 日立造船健康保険組合因島総合病院     （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     2医療機関 

尾三  
世羅町 18,866  世羅郡医師会 御調世羅地区 （（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○尾道市立公立みつぎ総合病院  ○公立世羅中央病院     （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     3医療機関 
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 初期救急医療機関 二次救急医療機関 二次医療圏名 市（区）町名 人 口 （人） 休日夜間急患ｾﾝﾀｰ等 在宅当番医制 二次救急医療圏名 施 設 名 三次救急医療機 関 救急医療情報センター 
福山 地区 （（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○国立病院機構福山医療センター ○神原 病院 ○公立学校共済組合中国中央病院 ○脳神経センター大田記念病院 ○医療法人財団竹政会セントラル病院 ○日本鋼管福山病院 ○医療法人叙叙会福山第一病院 ○楠本病院   （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     30医療機関 福山市 459,087 福山夜間小児診療所  福山市歯科医師会口腔保健センター 

福山市医師会  松永沼隈地区 医師会  深安 地区 医師会  府中 地区 医師会 府中市 45,188 府中 地区 医師会 
福山 府中  

神石高原町 11,590   福山市医師会 
府中 地区  

（（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○寺岡記念病院  ○ 広島県厚生農業協同組合連合会府中総合病院  （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     5医療機関    
三次市 59,314 三次 地区 医師会 三次 地区 （（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○ 市立三次中央病院  （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     4医療機関 備北 庄原市 43,149 

三次地区医師会休日夜間救急センター 庄原市 医師会 庄原 地区 （（（（病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設病院群輪番制参加施設））））    ○総合病院庄原赤十字病院  ○ 庄原市立西城市民病院  （（（（救急告示病院救急告示病院救急告示病院救急告示病院・・・・診療所診療所診療所診療所））））     2医療機関 

 

 

※人口は，平成17（2005）年国勢調査 ※病院群輪番制参加施設及び救急告示病院・診療所は，平成20（2008）年3月        
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【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

（（（（現状現状現状現状））））    

（（（（１１１１））））救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制    ○ 近年，少子・高齢化が進行する中で，小児医療，特に，小児救急医療体制には，大きな課題があります。 ○ 小児科を主たる診療科とする医師数は微増しているものの，小児科を標榜する医療機関と小児科を標榜する医師は年々減少しています。 ○ 特に，人口の少ない山間部や島しょ部には小児科医のいない地域もあり，小児科医の不足により救急医療体制の確保は極めて困難な状況にあります。 ○ 一方で小児人口は大きく減少していますが，小児救急患者数は，増加の一途をたどっています。  
（（（（２２２２））））初期救急医療初期救急医療初期救急医療初期救急医療    ○ 初期救急医療については一般の「在宅当番医制」と休日夜間急患センターで県内全域をカバーしています。 ○ 「在宅当番制」と「休日夜間急患センター」で小児専用となっているのはそれぞれ１地区，２ヵ所です。 

 

（（（（３３３３））））二次救急医療二次救急医療二次救急医療二次救急医療    ○ 二次救急医療については24 時間365 日体制で小児の二次救急医療に対応する「小児救急医療拠点病院」を３病院指定しています。また，輪番制で対応にあたる「小児救急医療支援事業※54」を県内4 地区で実施しています。 ○ 「小児救急医療拠点病院」と「小児救急医療支援事業」により，県内の二次保健医療圏７圏域のうち6 圏域で二次救急医療体制を確保しています。         

広島市立夜間救急診療所小児科患者数・圏域内15歳未満人口

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

人

205,000210,000215,000220,000225,000230,000人夜間救急患者数（小児科） 医療圏内15歳未満人口

小児科標榜医療機関数・小児科従事医師数723 677 666 656 611330 341 345 349 336643651665674 6376486510200400600
800

10 11 12 13 14 15 16 17 18
人

610620630640650660670
680 医療機関数

重複する診療科 主たる診療科 医療機関
図図図図５５５５----２２２２----ⅢⅢⅢⅢ----１１１１        

図図図図５５５５----２２２２----ⅢⅢⅢⅢ----２２２２        

平成10年 (1998) 平成12年 (2000) 平成14年 (2002) 平成16年 (2004) 

平成11年 (1999) 平成12年 (2000) 平成13年 (2001) 平成14年 (2002) 平成15年 (2003) 平成16年 (2003) 平成17年 (2003) 

ⅢⅢⅢⅢ    小児救急医療体制小児救急医療体制小児救急医療体制小児救急医療体制のののの充実強化充実強化充実強化充実強化    
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（（（（４４４４））））小児救急医療電話相談小児救急医療電話相談小児救急医療電話相談小児救急医療電話相談    ○ 休日夜間急患センターの混雑緩和と保護者への子どもの救急対処法の指導を目的として「小児救急医療電話相談（こどもの救急電話相談）」（℡082－505－1399 又は＃8000）を実施しています。 
 

（（（（課題課題課題課題））））    

（（（（１１１１））））初期初期初期初期とととと二次救急二次救急二次救急二次救急のののの役割分担役割分担役割分担役割分担    ○ 特に都市部においては，一般的に初期救急患者が８割といわれますが，初期と二次救急の位置付けを明確にし，その役割分担を行う必要があります。  
（（（（２２２２）【）【）【）【初期小児救急医療体制初期小児救急医療体制初期小児救急医療体制初期小児救急医療体制】】】】    ○ 初期小児救急医療体制については，地域の救急医療体制の中で，在宅当番医制，休日夜間急患センターにおける対応を基本としながら，地域の実態に沿った必要な体制を整備する必要があります。  
（（（（３３３３））））二次小児救急医療体制二次小児救急医療体制二次小児救急医療体制二次小児救急医療体制    ○ 国が推進する小児救急医療拠点病院運営事業，小児救急医療支援事業等を活用して全県的に二次小児救急医療体制を構築する必要があります。  
（（（（４４４４））））情報提供情報提供情報提供情報提供とととと啓発啓発啓発啓発    ○ 軽症患者が比較的多い小児救急については，救急時に相談できる窓口や日頃からのかかりつけ医※24との連携，救急医療情報ネットワークの活用等，きめ細やかな情報提供や啓発が有効であることから，その具体化が必要です。  
（（（（５５５５））））小児科医以外小児科医以外小児科医以外小児科医以外のののの医師医師医師医師のののの協力体制確保協力体制確保協力体制確保協力体制確保    ○ 山間地や島しょ部においては，小児科医の確保が困難であるため，小児科医以外の医師の協力体制を確保することが重要となります。  
（（（（６６６６））））小児救急小児救急小児救急小児救急にににに関関関関するするするする研修研修研修研修    ○ より高次の救急医療が必要な小児に適切な医療を提供するため，小児科以外の医師の協力が得られるよう小児救急医療に関する研修を実施する必要があります。 

 
図図図図５５５５----２２２２----ⅢⅢⅢⅢ----3333        
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【【【【施策施策施策施策】】】】    

（（（（１１１１））））初期小児救急医療体制初期小児救急医療体制初期小児救急医療体制初期小児救急医療体制のののの強化強化強化強化    ○ 在宅当番医制への小児科医の積極的な参画を推進します。 ○ 休日夜間急患センターは，固定の救急診療所として，住民のニーズが高まることから，小児科の診療体制の充実を図ります。 ○ 地域において，初期，二次小児救急医療体制の役割分担を明確に行い，初期救急の役割を担う，休日夜間急患センターの充実を図ります。     
（（（（２２２２））））二次救急医療体制二次救急医療体制二次救急医療体制二次救急医療体制のののの充実充実充実充実とととと三次救急医療三次救急医療三次救急医療三次救急医療とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化 ○ 地域における二次小児救急医療体制が確保されるよう国が実施する｢小児救急医療支援事業※54｣や｢小児救急医療拠点病院運営事業｣の活用を図り，体制の整備を推進します。 ○ 事業の実施に当たっては，地域の小児科を有する中核的病院等を中心とし，かかりつけ医の参加方式や広域的な基幹病院間の連携による輪番方式等，地域の実態に即した新たな実施方策についても検討を進めるとともに，具体化に向けて関係機関と積極的な協議を行います。 ○ 三次小児救急医療体制については，救命救急センター等三次救急医療の体制を確保しているものの，県内の二次・三次小児救急医療機関間の連携システムを強化するとともに，緊急時のヘリコプター搬送体制の充実を図ります。     
（（（（３３３３））））電話相談電話相談電話相談電話相談のののの充実充実充実充実，，，，情報提供情報提供情報提供情報提供のののの促進促進促進促進    ○ 子どもが急に病気になった時の保護者の対応は特に的確性を要求されることから，小児科医，看護師が助言を行う小児救急電話相談事業の充実を図ります。 ○ 若い保護者に効果を発揮するインターネット｢広島県救急医療情報ネットワーク※49システム｣により，必要な救急医療情報を積極的に提供するとともに，救急時の対処方法など，患者教育の媒体としても活用が図られるよう，必要に応じてシステムを充実します。     
（（（（４４４４））））小児初期救急医療小児初期救急医療小児初期救急医療小児初期救急医療のののの支援体制等支援体制等支援体制等支援体制等のののの検討検討検討検討    ○ 小児の初期救急医療では，地域によっては小児科医が相対的に不足しているため，地域における連携の強化を図り，小児科以外の医師が小児の初期救急についての対応ができるよう基本的な知識，技術を修得するための研修を実施します。    ○ 地域ごとの小児救急医療体制の課題や今後の方策等を検討します。 
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図図図図５５５５----２２２２----ⅢⅢⅢⅢ----４４４４    小児救急医療体制小児救急医療体制小児救急医療体制小児救急医療体制    
救急救命救急救命救急救命救急救命センターセンターセンターセンター                                                        ☆   総総総総合周産期母子医療合周産期母子医療合周産期母子医療合周産期母子医療センターセンターセンターセンター ☆   地域周産期母子医療地域周産期母子医療地域周産期母子医療地域周産期母子医療センターセンターセンターセンター 三次救急医療 

 

■ 病院群輪番制病院病院群輪番制病院病院群輪番制病院病院群輪番制病院 
  （ 14 地区） 

二次救急医療 
小児科は 移行 

☆☆☆☆小児救急医療拠点病院小児救急医療拠点病院小児救急医療拠点病院小児救急医療拠点病院 （（（（ 365365365365 日日日日 24242424 時間体制時間体制時間体制時間体制）））） ・・・・広島市立舟入病院広島市立舟入病院広島市立舟入病院広島市立舟入病院 （（（（ 3333 地区地区地区地区）））） ・・・・厚生連尾道総合病院厚生連尾道総合病院厚生連尾道総合病院厚生連尾道総合病院 （（（（ 4444 地区地区地区地区）））） ・・・・市立三次中央病院市立三次中央病院市立三次中央病院市立三次中央病院 （（（（ 2222 地区地区地区地区）））） 

■   在宅当番医制在宅当番医制在宅当番医制在宅当番医制 
■   休日夜間急患休日夜間急患休日夜間急患休日夜間急患センターセンターセンターセンター ☆   小児専用小児専用小児専用小児専用のののの在宅当番医制在宅当番医制在宅当番医制在宅当番医制 

(((( 地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける独自独自独自独自のののの取組取組取組取組みみみみ支援支援支援支援 )))) ・・・・東広島地区東広島地区東広島地区東広島地区 

成人救急患者 小児救急患者 

☆☆☆☆小児救急医療支援事業小児救急医療支援事業小児救急医療支援事業小児救急医療支援事業 （（（（夜間休日夜間休日夜間休日夜間休日のののの当番日当番日当番日当番日にににに対応対応対応対応）））） ・・・・厚生連府中総合病院厚生連府中総合病院厚生連府中総合病院厚生連府中総合病院 （（（（府中地区府中地区府中地区府中地区）））） ・・・・庄原赤十字病院庄原赤十字病院庄原赤十字病院庄原赤十字病院 （（（（庄原地区庄原地区庄原地区庄原地区）））） ・・・・日本鋼管福山病院他日本鋼管福山病院他日本鋼管福山病院他日本鋼管福山病院他 3333 病院病院病院病院 （（（（福山地区福山地区福山地区福山地区）））） 

☆   小児専用小児専用小児専用小児専用のののの休日夜間休日夜間休日夜間休日夜間センターセンターセンターセンター 
(((( 地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける独自独自独自独自のののの取組取組取組取組みみみみ支援支援支援支援 )))) ・・・・福山地区福山地区福山地区福山地区 ・・・・呉地区呉地区呉地区呉地区 

初期救急医療 

電話相談事業電話相談事業電話相談事業電話相談事業 

・・・・東広島医療東広島医療東広島医療東広島医療センターセンターセンターセンター（（（（東広島地区東広島地区東広島地区東広島地区）））） 
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【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】    

（（（（現状現状現状現状））））    ○ 県が平成8（1996）年10月から開始した現行の精神科救急医療システムでは，県内を東西２圏域に分け，各圏域で精神科救急医療施設を指定し，県東部では指定 3 病院による輪番制，県西部では指定１病院により，24 時間体制で精神科救急診療を行っています。 ○ また，県西部については，平成20（2008）年 4月から，新たに 1 病院を指定し，指定2 病院による輪番制を予定しています。 ○ 精神科救急には，①自傷他害の可能性の高い事例や，病識に欠けるため迅速な医療及び保護を要する事例など，緊迫した状況での入院を要するハードな救急と②相談あるいは外来診察のみで対応できるソフトな救急との２タイプがあり，上記精神科救急医療施設では，いずれのニーズにも対応しています。 ○ 平成13（2001）年４月から精神科救急情報センターが開設され，精神障害者あるいは家族等からの相談窓口として，24 時間体制で対応しています。 ○ さらに，平成18（2006）年 4月からは，東西2 圏域の後方支援として，県内全域を対象とした１病院を新たに指定しました。また，症状が重い精神科疾患の急性期患者を24 時間受け入れるため，3 次救急に相当する精神科救急医療センターを平成18（2006）年11月に設置するとともに，精神科救急医療センターと連携し重度の合併症発症患者の受入に協力する３病院を平成19（2007）年10月に支援病院として指定しました。 ○ 身体合併症を有する精神障害者については，内科，外科，産婦人科，眼科及び耳鼻咽喉科を有する 100 床以上の病院（以下「総合病院」という。）の精神科病床において，そのおよそ半数で入院を受け入れています。 
（（（（課題課題課題課題））））    ○ 精神科救急医療圏は，現在県内の東西２圏域で構成されていますが，県北部や島しょ部との連携が不十分なケースがあり，圏域構成については検討の余地が残っています。 ○ 精神科救急医療病床を効率的に利用するため，急性期治療終了後の継続治療が可能な専門病院を，現行システムの支援病院として確保する必要があります。 ○ 精神科救急の診療応需体制及び患者移送システムを円滑に機能させるため，精神科救急に関する総合的な情報管理システムの構築が必要です。 ○ 入院治療を要する身体合併症や激しい精神症状を呈する患者へのより迅速な対応を可能にするため，身体合併症などに対応した医療システムの設置が望まれます。 ○ 一般救急においても精神科的関与を要する場合が多く，その対策が必要です。 

精神科救急情報精神科救急情報精神科救急情報精神科救急情報センターセンターセンターセンター ■24時間対応 ■ 電話相談窓口   ０８２－８９２－３６００ ■ 情報提供 ■ 社会復帰の支援 

ⅣⅣⅣⅣ    精神科救急医療対策精神科救急医療対策精神科救急医療対策精神科救急医療対策    
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【施策施策施策施策】】】】    

（（（（１１１１））））精神科救急医療精神科救急医療精神科救急医療精神科救急医療システムシステムシステムシステムのののの支援体制支援体制支援体制支援体制のののの強化強化強化強化    ○ 精神科救急情報センターと連携し，精神科救急医療システムの支援体制を強化するとともに，県北部や島しょ部などへの精神科救急医療システム体制を充実するため，精神科救急医療圏域のあり方を検討します。  
（（（（２２２２））））精神精神精神精神科救急科救急科救急科救急にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの管理管理管理管理とととと利用利用利用利用のののの促進促進促進促進    ○ 保健所や精神科病院等の関係機関，精神科救急医療施設及び精神科救急情報センターを情報ネットワークで結び，双方向で活用できる精神科救急医療情報ネットワークを構築します。 ○ 県民に対して，精神科救急医療情報ネットワークを通じて，精神保健福祉に関する情報提供を行うとともに，広く意見を集め，精神保健福祉対策を推進します。  
（（（（３３３３））））身体合併症医療身体合併症医療身体合併症医療身体合併症医療システムシステムシステムシステムのののの推進推進推進推進    ○ 一部の総合病院精神科で身体合併症医療を担っている現状がありますが，一極集中することなく，より多くの総合病院が分担するシステムを構築します。  
（（（（４４４４））））一般救急医療施設一般救急医療施設一般救急医療施設一般救急医療施設におけるにおけるにおけるにおける精神的精神的精神的精神的ケアケアケアケアのののの充実充実充実充実    ○ 一般救急を受持つ総合病院において精神的ケアの充実を図るため，モデルとなる総合病院などと連携して，一般救急医療施設における精神的ケアの推進を図ります。 
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     （（（（平成平成平成平成19191919（（（（2007200720072007））））年年年年4444月月月月1111日現在日現在日現在日現在））））    
病  院  名 応急入院指定病院 精神科救急医療施設 国立病院機構賀茂精神医療センター ○ ● ほうゆう病院 ○  ふたば病院 ○  メープルヒル病院 ○  宗近病院 ○  小泉病院 ○ ● 三原病院 ○ ● 光の丘病院 ○  福山仁風荘病院 ○  福山友愛病院 ○ ● 草津病院 ○ ※ 瀬野川病院 ○ ● 計計計計    1111２２２２    ５５５５    ※ 草津病院については，平成20（2008）年4 月からの指定を予定している。 

図図図図５５５５----２２２２----ⅣⅣⅣⅣ----１１１１    精神科救急精神科救急精神科救急精神科救急ネットネットネットネットＨＰＨＰＨＰＨＰ    

表表表表５５５５----２２２２----ⅣⅣⅣⅣ----１１１１    精神科救急医療施設等一覧精神科救急医療施設等一覧精神科救急医療施設等一覧精神科救急医療施設等一覧    


