
スライド①スライド①スライド①スライド①

我が国では医療の危機が問題になってから既に久しいが、一向に改善の兆し
は見られず、救急医療に至っては崩壊の寸前にある。海外に目を向けるとドイ
ツには優れた救急医療制度があり、多いに参考にすべきであると考えて「ドイツ
の救急医療制度」をホームページ上に紹介した。
ホームページには半年間の間に１，５００件を超えるアクセスがあり、救急医療
問題に対する関心の深さを窺わせる。

今回このレポートを要約し、スライドに纏めて講演を行った。その時の記録であ
る。

ヴュルツブルク大学病院の外科に留学後、４０年間に亘って当時の同僚と手
紙などで医療に関する情報の交換を行ってきたが、それらの情報の中で感銘を
受けたのは、医療の内容よりも医療制度、就中良く整備された救急医療制度で
ある。
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スライド②スライド②スライド②スライド②

重要な情報源となった２通の手紙である。

上は１９９９年の手紙で、「Allgemeinarzt」＝「一般医」、 俗称「家庭医」につい
て書いており、「家庭医は原則的に昼も夜も患者と連絡がとれなければならな
い」とある。
家庭医という専門医が誕生した当初には、家庭医が登録住民について２４時
間３６５日責任を持つ形であった。

下は２００９年のもので、「Leit-Stelle」 ＝「司令部」について解説している。司
令部には毎日、この地域の全ての病院の空きベットが報告される」とある。この
他にも、司令部は地域の病院の人的な受入体勢も把握している。

家庭医と司令部はドイツの救急医療の中で大きな役割を果たしている。
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スライド③スライド③スライド③スライド③

「ドイツの救急医療制度の特徴」、あるいは「ドイツには存在するが、日本には
ないかあっても貧弱なもの」の項目である。

１．ドイツでは２４時間３６５日の救急医療が全地域で行われているが、日本で
は一般的ではない。愛媛県では幸い、多くの地域でこの「２４時間３６５日」が行
われてる。ただし、その内容には大きな差がある。
２．「家庭医」と「司令部」は、ドイツにはあるが日本には存在しない。
３．ドイツでは救急医療を行うに当たっても、法と規則に裏打ちされた明確な制
度を作って円滑に運営している。そして法は医療の進歩や社会の変化と擦れが
生じない様に時を置かずに、そして大幅に改訂されている。

日本にも勿論、法と規則は存在するが、非常に貧弱である。また法が一旦施
行されると、何十年もそのまま（附則は加えるが）放置されるのが日本の法の特
徴である。
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スライド④スライド④スライド④スライド④

ドイツの救急の制度の概略を示す。

ドイツの救急医療は、重症と軽症の２系統に分けて行われている。

１．第一の系統では、入院を必要とする重症の症例を扱う。
緊急を要する症例では当然ながら、司令部と救急車、それに病院の連携が重
要である。

２．第二の系統は外来の救急業務で、開業医が担当する。 ドイツの開業医は
ベットを持っていないから、入院が必要な症例は扱わない。
外来の救急医療業務には次の２種類がある。
ａ．一般（初期）救急業務
ｂ．専門医救急業務
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スライド⑤スライド⑤スライド⑤スライド⑤

第一の系統を詳しく説明する。

緊急の症例では先ず、患者あるいはその周辺の人が司令部に電話をかける
ことから始まる。
救急の要請を受けた司令部は救急車に出動を命じ、救急車は１５分以内に患
者の元に到着するとされている。ここまでは日本と何等変わるところはない。な
お、ドイツの救急車の大多数は救命車と呼ばれる重装備の車輌である。
もし司令部が、この症例は非常に重症であると判断した場合には、病院に待
機している緊急医にも出動を依頼する。緊急医は緊急医出動車で別途に現場
に向かう。二つのチームは現場で協力して救命処置を行う。
緊急医はその後、救急車に乗り換えて病院まで同伴することもあるし、ここで
用が済んだ場合には病院に引き返す。
この方式は日本でも一部に存在しているが、実行されることは稀である。

救急車が患者を収容するところまで戻る。ここまでは日独で大差がないことは
述べたが、この直後に問題がある。
ドイツでは救急車が患者を収容した時点で司令部から搬送すべき病院の指定
があり、救急車はその病院に向かって直ちに出発する。しかしながら日本ではこ
こで手間取る。なぜならば救急隊員が受け入れ病院を探すからである。
その場面を彷彿とさせるのが次のスライドの随筆である。
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スライド⑥スライド⑥スライド⑥スライド⑥

朝日新聞に三谷幸喜さんが書いた随筆である。

「頭に怪我をして血が止まらないので救急車を呼んだ」、「救急隊員の対応は
速い」、「しかし意外だったのは救急車は直ぐには出発しないこと」である。なぜ
ならここで「受入病院を探さなければならない」からである。三谷さんが隊員の対
応に耳を澄ましていると、「四軒目の病院でやっと受入のＯ．Ｋ．が出てホットす
る」・・・日本ではここのところで手間取るのである。
「病院では頭の傷をホッチチキスみたいなもので傷の縫合処置を受けた。そし
て、ホッチチキスで止めてもらったので書類になった気分がした。」と面白可笑し
く締めくくっている。

書類になった気がしたかどうかは別にして、なかなか引き受けてくれる病院が
見つからなくて焦った気持ちはどうなったのだろうか？ 「救急車がこんなところ
で手間取ってどうする！」とか、「日本の救急制度は改善されなければならな
い！」などという憤慨の感情は湧かなかったのだろうか。

医療に関係する団体、組織、機構などが危機的状況を積極的に改善できない
今、打開のために一般の人に大きな声を求めるのは無理であろうか。
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スライド⑦スライド⑦スライド⑦スライド⑦

ある病院で分娩中に意識不明になった緊急の症例が、最終受入病院に収容
されるまでに長時間を要した事例を報じた共同通信の記事である。
http://www.47news.jp/CN/200610/CN2006101701000363.html

記事の表現は多少とも医療側に攻撃的である。しかし、最終的に循環器病セ
ンターに受け入れられるまでに６時間かかったことと、その間に１８の病院が受
け入れることができなかったことは事実である。
この６時間の中で・・・詳細は不明であるが・・・救急車は勿論のこと、当該病院
をはじめとして受入を要請された病院等も搬入に適した病院を探していたことが
後に判明している。しかし残念ながらこの努力は、個々の機関が個別に行った
ものであって組織立った探索ではなく、非能率的なものであった。組織化されて
いないのだから、突如として有機的に動き出すことは期待できない。

この件では一部では「医療ミス」などと騒がれた。しかし結局のところ刑事訴訟
にはならず、民事訴訟でも病院が敗訴することはなかった。 要は、共同通信自
身も指摘している様に「体制の不備」が問題なのである。なお、文中の「態勢の
不備」は「体制の不備」であろう。

ドイツではこういう場合には、司令部を中心とした広域の連絡網で受け入れ病
院を選定し、ヘリコプターで病院間の二次移送を行う。
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スライド⑧スライド⑧スライド⑧スライド⑧

医療機関に対して受入の可否を問う「紹介回数」についての統計である。すな
わち、救急隊が何回要請の電話をかけたら受入病院が見つかったかという資料
である。
総務省消防庁の資料に、カラーの部分を書き加えた。
http://www.dbj.jp/ja/topics/report/2008/files/0000002373_file2.pdf

救急車の出動回数は、日本全国で年間に約５百万回と云われ、その内の約
７％、３７万件が重症である。
この重症の３７万件について照会の回数を見ると、その９６％では３回以内に
受け入れ病院が見つかっている。
４～５回が２．４％の９千件。６回以上が約１．５％の約５千件。１１回以上が０．
３％の１千件ある。

日本では「救急隊が照会（受入病院探し）を行う」のが一般的な方式であること
を明快に表している。
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スライド⑨スライド⑨スライド⑨スライド⑨（スライド④を再掲）

２系統の救急医療体制のうち、第２の救急業務、すなわち外来の救急業務で
ある。
外来の救急業務には一般救急業務と専門医救急業務の２種類がある。

救急医療制度のうち外来の救急医療制度は、１９９４年に「家庭医」が「専門
医」として独立、言い換えると「家庭科」が一つの「専門科」として独立してから急
速に整備された。

ここで、ドイツの専門医制度について触れておく。
ドイツでは全医療分野を３２に分けて、３２の専門科があり、３２種類の専門医
が存在する。医師はその内の一つの「科」の専門医になるが、専門医になるに
は長年月を要するから二つの科の専門医になることはない。そして開業する時
は勿論、自分の専門科で開業する。そういう訳で、家庭医以外の専門医は家庭
医ではないから家庭医として開業することは（でき）ない。
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スライド⑩スライド⑩スライド⑩スライド⑩

家庭医が専門医として独立した当初は、「各々の家庭医が登録している住民
について、２４時間・３６５日、責任を持つ」という形であった。そのことを薄い緑で
表してある。しかしそれでは家庭医の負担があまりにも大きくまた非能率的であ
ることから、地域内の家庭医がチームを組んで輪番制で時間外診療を行うこと
になった。 図で示すと濃い緑色は当番の診療所で、非常に忙しい。しかしその
他の診療所は休むことがきる。制度は更に発展して、病院や公共施設などの一
角に固定した共同診療所を設立して、そこに家庭医が順番に出向く形になった。
そしてその後更に、内科専門医も初期の救急業務に編入された。

この経過について直接の文献は見つからなかったが、その周辺の資料からは
凡そ次の理由によるものと思われる。 即ち、 家庭医の手に余る様な急性の
内科的疾患を内科の専門医に送っても、そこの外来で治療が完結することは少
なく、その多くが病院に紹介されて入院することになるからである。
外科で考えてみると、擦り傷・切り傷など迅速に処置をする必要はあるが入院
の必要はなく、外来治療で十分な疾患・外傷は多い。内科ではこの様な外科的
疾患に該当する症例が稀であるという意味である。

なお小児については、最初から小児科専門医を受診するべきだという主張も
あるが、都会と地方では医師数に差があって結論は出ていない。
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スライド⑪スライド⑪スライド⑪スライド⑪

外来救急診療所の配置図である。模式化したドイツの地図の上に適当に診療
所を配してある。またドイツの行政区は日本とは相当に異なり、郡の中に市が
存在する様なことがあるので、以下はあくまで理解のために日本の市や郡を想
定して説明してある。

緑の長方形は固定の共同診療所で、人口１０万程度を目安にして１ヶ所が設
立される。
例えば、地図の右下の空色の地域では三つの郡が共同で初期診療所を持っ
ている。桃色は大きな市なので市が単独で診療所を運営している。白色の地域
では、一つの市と一つの郡で初期診療所を作っている。

いろいろな形をした紫に近い濃い緑は各科の専門医診療所である。
例えば、●は眼科、★は耳鼻科、▲は小児科、■は外科とする。眼科はこの地
図全体で一軒だけが救急業務を行っていることになる。人口で云えば、５０万程
度に一軒ということになる。愛媛県で云えば、県の１／３に当たる東予に一軒だ
けが開いているということになる。専門医を必要とする患者は少ないし 専門医
の数も限られているので、初期診療所と同数が開いている必要はない。
なお専門医の診療にはその科に特有の設備や機器が必要なので、診療は当
番医の診療所で行う。従って当番医が変われば場所も変わるから、各科専門医
の当番は固定せず地図の地域内で毎日移動する。
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スライド⑫スライド⑫スライド⑫スライド⑫

外来救急診療の案内である。

上：医療業務診療所（固定）の建物に掛かっている看板である。

下：インターネットの広報で、「小児科の救急当番」と表示してある。
この下に当日の当番診療所の名前が日替わりで入る。
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スライド⑬スライド⑬スライド⑬スライド⑬

ヴェストファーレン－リッペという（準）州の医師会と保険医協会が、外来の救
急業務を行うために作った「共同救急業務規則」を紹介する。

このスライドの理解のために、医療関連団体であるドイツ医師会と保険医協会
について説明する。
ドイツでは全ての医師は医師会に参加（強制）する義務があり、従って、ドイツ
医師会は医師の全体を代表する団体である。一方、保険医協会の方は開業医
だけが所属する協会で、役員構成の面から見ると、日本医師会はこの保険医協
会に近い存在である。

先ず前文でこの規則の基本を述べている。
即ち、州の法律である「医療職法」と「社会法典]は、外来診療を行っている医
師とその自治機構に外来救急業務を委託する。そして、委託された自治機構は
共同救急業務規則を作って法的な義務を果たす。

要するに、正規の診療時間に外来診療を行っている医師には、時間外（救急）
の外来診療もお願いしますということである。
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スライド⑭スライド⑭スライド⑭スライド⑭

共同救急業務規則の目次である。

規則の内容は実に細目にわたっているが、文章は簡潔で分かり易い。
先述の前文に加えて、色違いの３項目について要約を次のスライドで示す。
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スライド⑮スライド⑮スライド⑮スライド⑮

共同業務規則
§2 全ての開業医は下記のいずれかの救急業務に参加する
・一般（初期）救急業務
・専門医救急業務

§11 救急業務からの免除
・妊娠（妊娠期間中と出産後長くても12ヶ月
・65才を迎えた医師
・疾患および障害を持つ医師

§14 違反
救急業務規則に対する違反は、職業法などに従って罰せられる
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スライド⑯スライド⑯スライド⑯スライド⑯

共同救急業務規則について改訂の経緯である。
１９９６年版から残っていて、２００２年、２０１０と改訂されている。
改訂というよりも殆ど全文を書き直している。
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スライド⑰スライド⑰スライド⑰スライド⑰

日本の法・規則

救急医療に関して日本で最初に制定された法は、昭和３９年の救急指定病院
を定める法である。
これは消防法の中にあって厚生省令とも関係があるようであるが、法的な位置
関係は明確ではない。

救急指定病院に認可されるための要件はおよそ、
1. 救急医療について、相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事し
ていること。
2. エツクス線装置、心電計があって、輸血及び輸液ができること。
3. ＆ 4. で、救急患者を入院させるに足る構造とベットを備えていること。

非常に雑な省令である。当時の医療の程度や社会の事情からこれで良かった
のかもしれないが、いつまでもこのままでは通用する訳はなく、後に多くの附則
が追加されている。しかし、この原型は５０年を経過した現在もそのまま残って
いる。 （ドイツにおける“法“に対する姿勢の違いを感じる。）
いくら付則をつけ加えても時代とともに変化する要望に応じられるはずはなく、
現在では主として一次・二次・三次救急医療の概念の元で救急医療が行われて
るが、その法的根拠は定かではない。
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スライド⑱スライド⑱スライド⑱スライド⑱

実際に医療崩壊を起こしたイギリスの話である。

２０世紀末には「入院は待ち半年、救急は放置も」という状態であった。
現在はその崩壊から立ち直りつつあると云われているが、現況を比べるとまだ
崩壊に向かいつつある日本の方が相当にましな様に思われる。しかしこのまま
の状態が続けば何れは逆転して、「入院（あるいは手術）は待ち半年、救急は放
置も」になる日が我が国にやって来る。
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日本の医療を担当し、医療崩壊を食い止めるはずの種々の機構・組織・団体
等も全く手を拱いているという訳ではないが、以下の如き次第では現状から抜
け出せるとは思えない。

スライド⑲スライド⑲スライド⑲スライド⑲
政府・省庁の動向。

文科省は「今後の医学部入学定員のあり方等に関する検討会」などという、冗
長な名前の会議を毎月の様に開いている。その議事録を見ると、2011年の１月
に「2006年の検討内容の善し悪し」を検討しているが、あまり役に立つ議論とは
思われない。他の多くの議事録も似たり寄ったりで、何が決まっているのか判然
としない。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/043/gijiroku/1301546.ht
m
http://www.garbagenews.net/archives/623195.html
http://www.chnmsj.jp/youbousyo%20H22%20siryou3-6.pdf
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スライド⑳スライド⑳スライド⑳スライド⑳

医師会は提言を行っている。
http://dl.med.or.jp/dl-med/nichikara/teigen.pdf

しかし、提言が多すぎで焦点が不明である。目次の大きな見出しは１０項目あ
り、括弧付きの細目数は約６０に及ぶ。

その中で救急に関しては、実態を把握している様ではあるが具体的な提案は
見出せない。
医師不足についても触れていて、医師の増員を提言している。しかし切実な思
いは伝わってこない。
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スライド㉑スライド㉑スライド㉑スライド㉑

様々の学会が様々な要旨の要望書を出している。
医師不足の解消を求めているのは日本外科学会と小児科学会である。小児
科学会は人員不足が直接に小児の救急医療を脅かしていることを訴えている。
日本外科学会は何通もの要望書を出して外科医不足の実態を数値で解説し
ている。

外科医志望者減少問題に関する要望書
http://www.jssoc.or.jp/other/info/info20100129.html
要約すると、 「外科を目指す新卒業生は１，９９０年代初頭には千五百人いた
が、２，０００年には千人になり、２，００７年には八百人にまで減少した。そして
外科医は多忙で疲弊してる」と嘆いてた後に解決策を述べ、最後に「何卒迅速
なご支援をお願い申し上げます」と結んでいる。しかし要望書の中には早期解
決を目指す明快な具体案は示されておらず、全体としても要望というよりは文字
通り「お願い」の域を出ていない。この様な奥床しい方法が通じるとは思えないし、
最早そんな悠長な手続きをしている時期ではない。

それにしても外科の志望者が２０年に亘って減少を続け、既に半数にまで落ち
込んで久しいというのに、この事態がそのまま放置されているのは納得がいか
ない。
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スライド㉒スライド㉒スライド㉒スライド㉒

結論
ドイツの救急医療制度を紹介して、日本の制度と比較した。日本の救急医療
制度は根本的に改革されなければならない。

解決策
基本は救急に参加する医師の数的な確保が必要である。そのためにはOECD
（経済協力開発機構）の中で最低に近い医師数を早急に増加させることである
が、同時に適正な科別配分を行わなければならない。また全ての医師が原則と
して救急に参加する義務を負うことも重要である。なお、医師の適正な科別配分
についてはドイツでは実行されているし、アメリカでも科別の制限があると聞く。

政府・国会・省庁・日本医師会・医学会は間違いなく救急医療を含む医療問題
を認識している。しかし危機感を持って迅速に対応する能力に欠けていて、継ぎ
接ぎの手当しかしていない。是非とも決断し実行する力を取り戻してもらいたい
が、最早そのことを期待することは無理なのであろうか？
実際に医療崩壊を起こした後に、国民の間から噴出する不満と怒りに直面し
ないと解決できないのだろうか？
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