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はじめに 

口頭指導活動の普及や救急救命士による処置拡大に伴い、通信指令・救急急隊活動時

間は延長し、病院での決定的治療の遅れが生じているとの認識が広まっている。この認識

は救急救命士の処置拡大に対する批判や処置の制限を求める動きにもつながっている。一

方、通信指令・救急隊活動時間は多数の時間因子の総和であり、時間延長の原因の同定の

ためには、時間因子の詳細かつ正確な分析が必要である。そのためには、大きな誤差をも

たらす分単位の時間記録ではなく、秒単位記録が求められる。 

石川県 MC 協議会は 2007 年から救急隊に秒単位の時間記録を求め、2012 年からは通信

指令業務の秒単位の時間記録データも蓄積している。本研究では、秒単位の時間分析によ

り、通信指令・救急急隊活動時間に関係する修正可能な時間因子を同定し、その改善策を

立案した。救急出動に関する時間因子の改善には、救急隊のみならず、通信指令員、PA
連携に関わるすべての消防職員の、“立志の精神”に基づく、意識改革と改善策の徹底が

不可欠である。さらに、地域住民・施設の理解と協力が必要である。 
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入電から現場到着までの時間因子の検討 

口頭指導後に一般市民が胸骨圧迫を開始した院外心停止例での分析 （2015 年） 

 

結果の要約 

１） 仮眠時間帯（22 時～6 時）で出場指令～出場時間、入電～出場時間が有意に延長す

る。実際に救急車両が走行している出場～現場到着時間は、むしろ仮眠時間帯（22
時～6 時）で短縮する傾向にある。 

２） 訓練（特に、兼務救急隊員）や点検中が出場指令～出場時間延長の原因のひとつに

なっている。 

３） 署によっては、出場後のボタンの押し忘れによる記録遅延が原因。 

４） 仮出場指令を採用している本部は入電～出場指令時間の短縮を報告している。しか

し、場所同定や場所情報のファックス受け取りが遅れると、出場指令～出場時間が延

長し、結果的に入電～出場時間は延長する。 

５） 入電～出場指令時間延長の原因として、通報者因子（高齢、地理に不案内、第三者

通報、また聞き通報）が主因となる。しかし、口頭指導を優先するなど、通信指令員

の訓練不足も原因となっている 

６） 通信指令システムのプログラム上の限界を理由としている消防本部もある。 

７） 4 名乗車の際に 4 人目の到着が遅れることがある。 

８） 消防本部の救急車両 1 台あたりの管轄面積と入電～患者接触時間は必ずしも相関し

ない。管轄面積が小さくとも、入電～出場時間が延長しやすい消防本部では、患者接

触が遅れる。 

＊ 消防本部全体として、入電～出場時間の延長が院外心停止の予後に関係する入電～患

者接触時間の延長の主因になっている現状認識が不十分と言わざるを得ない。出場ボタ

ンの押し忘れなども、認識不足を反映していると考えられる。 
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（１）救急隊反応時間（入電～患者接触時間・入電～現場到着時間） 

 

入電～患者接触時間と入電～現場到着時間には通信指令室間で大きな差があった。仮眠

時間帯（22 時～6 時）で延長する傾向が見られたが有意ではなかった（P = 0.088）。 

救急隊１隊あたりの管轄面積との関係を検討したが、必ずしも強い相関は得られなかっ

た（R２= 0.123）。そこで、救急隊反応時間を構成する時間因子について詳細な検討を行っ

た。 
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（２）入電～出場時間 

 

入電～出場時間には通信指令室間で大きな差があった。また、仮眠時間帯（22 時～6 時）

で有意に延長した。さらに、通信指令の関与する入電～出場指令時間と救急隊が関与する

出場指令～出場時間に分割して検討した。 

入電～出場指令時間 

 

入電～出場指令時間には仮眠時間帯（22 時～6 時）での有意な延長は見られなかった。 
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入電～出場指令時間延長と関係する因子として、下表に示した通信指令側と通報者側の

因子が同定された。 

表 入電–出場指令時間間隔延長と関係する主な因子  

通信指令 遅れ 
有り 
195 例 

遅れ

なし 
741 例 

 通報者 遅れ 
有り 
195 例 

遅れ

なし 
741 例 

手動地図検索 43％ 25％  携帯電話による通報 42％ 18％ 
訓練不足者 40％ 17％  第 3 者からの通報 10％ 1％ 
    高齢者 38％ 16％ 
    通報者が混乱 18％ 6％ 
    目標物なし 5％ １％ 
 

また、下表のような理由が消防本部内の検討から明らかになった。指令システム上の問

題とは、予備出場指令を行うと救急出場疾病分類が同定されない限りシステムが先に進ま

ないというものであった。この問題については、検討会で幾度も議論された。予備出場指

令を中止してから入電～出場時間が短縮したと報告する消防本部がある一方、システムを

改良して予備出場指令を行い入電～出場時間を短縮したと報告する消防本部もあった。 

表 入電－出場指令時間間隔延長の他の理由（消防本部内検討結果） 

理由 頻度 
通信指令システム上の問題 38％ 
人員不足 11％ 
 

口頭指導を行った院外心停止９３６例の中で入電―出場指令時間が 75％値（72 秒）を超えた 195
例にて分析 

 

通報の半数で、電話番号検索シ

ステムにより出場場所の同定が

行われていた。 



5 
 

出場指令～出場時間 

 

救急隊が関与する出場指令～出場時間は仮眠時間帯（22 時～6 時）で有意に延長した。 

また、下表のように、仮眠時間帯は出場指令～出場時間間隔延長と関係する唯一の因子

であった。 

表 出場指令–出場時間間隔延長と関係する主な因子 

 遅れ有り 
230 例 

遅れなし 
706 例 

仮眠時間帯 39％ 12％ 
 

消防本部内の検討では、出場指令～出場時間間隔延長の理由として以下のようなものが

挙げられた。 

表 出場指令－出場時間間隔延長の他の理由（消防本部内検討結果） 

理由 頻度 
他の業務訓練中・作業中 14％ 
人員不足 12％ 
４人乗車 12％ 
庁舎の構造 11％ 
消防職員の重要性の認識不足 11％ 
時間記録ボタンの押し忘れ 10％ 
 

口頭指導を行った院外心停止９３６例の中で入電―出場指令時間が 75％値（79 秒）を超えた 230
例にて分析 
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改善可能な因子の検討（消防本部内検討結果） 

1) 入電～出場時間短縮の救命率向上効果に対する救急隊員、救命士、通信指令員の

認識 
・ 迅速出場には、コミュニケーション能力の高い通信指令員の存在が必要不可欠

であるが、当本部の専任通信員全員のコミュニケーション能力が高いとは言い切

れない。通信指令員の医学的知識には大きな個人差が存在するが、医学的知識を

持ち合わせている通信指令員はレスポンスタイムの短縮に熱心な傾向にある。当

然であるが、そのような通信員は自己研鑽を怠らない。しかし、多くの通信指令

に当たる職員は、救急課程を修了しているにもかかわらず、普通救命講習会レベ

ルの BLS を確実に行えないものや脳卒中や急性心筋梗塞の症状を認識できないも

のも多く、医学的知識を学ぶことを避けている傾向にある。 
 
・ 院外心停止の救命率向上に関し、入電～出動時間の延長が救命率低下の主因に

挙げられることは事実であり、救急隊員に限らず消防職員ならば必ず認識してお

くべきことである。また、時間を短縮することによって、救命率の向上や予後向

上の可能性は大いにあると思われる。昨今の救急体制は院外心停止傷病者の救命

もしくは社会復帰に重点を置いていることは周知の事実であることから、少しで

も救命率等を向上させるためには、入電～出動時間までの時間短縮を目指すこと

は必須の要件といえる。特に入電～出場時間短縮にあっては、意図的な遅延は消

防職員としてはありえず、偶発的な遅延（訓練中・入浴中・仮眠中等）は、ある

程度、許容すべきと考えられるが、大幅な遅延は許容すべきではなく、対応策の

確立や普段からの迅速な行動をすべく心構えが必要である。 
 
・ 今まで、カーラーの救命曲線や除細動が１分遅れるごとに救命率が約１０％低

下するということからバイスタンダーＣＰＲやＡＥＤ使用を住民に訴え指導して

きた。また、救急隊や救命士は特定行為の有無や特定行為までの時間を意識して

活動してきたが、研究データを入力し時間経過を部分的に見ることによって自ら

の行動、すなわち指令から出場までの遅れが分かった。石川県の指令から出場に

かかる中央値の４５秒は、すでにその時点で救命率７．５％低下していることに

なり、４５秒から遅れることで更に救命率は低下することになる。 救急隊員・

救命士は、傷病者の救命（蘇生：社会復帰）を目標とし全力で活動しなければな

らない。また、現場活動だけではなく、通信指令員も１１９番入電から指令まで

を迅速に行わなければ救命率が低下して行くという認識を持ち、救急隊員同様な

目標・考えで業務に当たらなければならない。今回の研究データによる今まで気

づかなかった部分の時間経過は、短縮することにより救命率の低下が少しでも軽

減でき、逆に言えば救命率の向上に繋がると救急隊員、救命士、通信指令員が認

識した。 
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・ 前々任の消防長が入電から出動の時間短縮に強いこだわりがあり、通信員、救

急隊員は出動時間を意識していますが、時間短縮が救命率向上に直接関わると感

じているかは個人差があります。特に指令員は救急科を修了していない者が多数

いるので、医学的見地から理解することは困難です。但し重要な要素であること

は、センター員の口頭指導訓練やＣＰＡ事案の署内検証等により指導しています

ので認識しています。 
 
・ 特に生命の危機に切迫している傷病者や目撃ありのＣＰＡ傷病者では、言うま

でもなく、１１９番受付時から素早い災害現場の特定と、直近救急隊の出場指令、

それに平行した必要な口頭指導が通信指令員の技量として求められる。また出場

救急隊員については指令の早期認識と速やかな出場準備が求められるともに、機

関員については現場への出場ルートの選定を早期に見極め出場することが、その

後の現場到着と傷病者接触時間の短縮にもつながり、救急隊が行う処置や医療機

関への早期搬送にもつながる。いづれにしても人間が一旦ＣＰＡに陥り３～５分

間、処置を何も施されなければ救命が困難になること、除細動の処置で救命でき

る傷病者に対して実施が１分遅れるごとに救命率が約７～１０％下がることを常

に認識し、それぞれ担当する分野において、１秒でも時間短縮を図ることが救命

率向上への効果につながると認識している。 
 
・ 当消防本部の救命率向上効果に対する認識は、第一に入電から救急隊が現場到

着するまでの空白の時間を短くすること、第二に空白の時間を口頭指導によって

埋めることと考えている。課題としては、第一に指令を早期に送出することであ

る。そのためには、通報者から早期に現場を特定する必要があることから当消防

本部では、住民異動調査を定期的に実施し、世帯主変更がある場合には地図の修

正を実施している。また、交通事故等の現場が屋外である事案に対しては、場所

特定までに時間を要することが予想されるため、職員が非番日等で地理の把握に

努めている。第二に口頭指導があげられる。昨年受講した通信指令員の救急に係

る教育講習を機に、これまで以上にキーワードに対する積極的な口頭指導を実施

し心肺停止症例を見逃さないよう努めている。 
 
・ 新システムの運用により、指令員と救急活動員とが区別された ことで、予告

から本指令までの時間短縮を図るための訓練として、通信指令員は通信内容にハ

イリスクキーワードに当てはまるものがないかの識別訓練や、出動指令習熟のた

めの訓練を主に行っている。入電から出場時間短縮が救命率向上に反映するため、

１秒でも速く傷病者に接触できるようにと意識しながら出場準備をしています。

救命士、救急隊員が一丸となり１秒でも速く出動できるようにと取り組んでいま

すので、認識についてはしっかり教育できていると考えます。入電～出場時間短
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縮が救命率向上効果に必要だと言うことを再確認し、今後も出動訓練を実施し、

出動時間短縮についての検討会の開催が必要だと考えます。 
 
・ 当消防本部では、出動時間の遅れは主に出動件数の少ない分遣所で起こってい

ることがわかっている。遅れは夜間（22:00 から 5:00 まで）よりも日中に多い傾

向がある。考えられる原因としては、所内に誰も残らなくなるため戸締りを行い、

鍵をかけたりしていることが主な要因であると推察できる。救命活動は 119 入電

から始まっていることは言うまでもなく、救命士をはじめ救急隊員や通信指令員

は共通認識を持って対応しているところであるが、上記の諸事情により出動に遅

延を来している。対策としては、人員の増員やオートロックシステムの導入等を

考えなければならないと感じている。また、当本部では、平成１８年に高機能指

令システムを導入したことにより、特に一般住宅においての特定が容易となり覚

知から出動指令までの時間短縮に繋がった。近年、携帯電話による通報の増加、

新築住宅、固定電話番号を持ったままの引越等により、ワンボタンで発信位置情

報が確定することはない状態である。しかし、車両が出動するまでの時間短縮の

ために町丁名のみ確定した時点で「予告指令」を出すことで業務中の隊員を出

動車両に向かわせ、確実な災害地点及び事故種別が確定した時点で「出動指令」

を出している。また、救命率向上のため口頭指導適応と判断したならば、業務

上可能な限りオンラインにて救急隊が傷病者に接触するまで口頭指導を継続し、

通信指令員も救命活動を必死に行っているところである。 
 
・ 救急隊員、救命士に係わらず、すべての行動において迅速さを求めることは、

救命率の向上のみならず、傷病者の身体的苦痛をいち早く軽減するという観点か

らも大変重要であると理解している。また、傷病者接触までの間、交通事情や気

象状況の影響を受けることなく時間短縮可能な部分は、指令～出場の出動準備時

間であることは全職員が認識している。しかしながら、全ての現場が一目で進入

経路や救急車の停車位置を把握できるとは限らない。工事による通行止め等、通

常とは異なる経路での進入や入口が複数あり入口毎に面する道路が異なる施設な

ど、現場周囲の環境が特殊な場合もある。また、救急車をはじめ消防車両はサイ

レンを吹鳴しながら緊急走行することから、現場を間違えると、周囲の野次馬が

増え、挙句は苦情が発せられるなど活動障害が大きくなるおそれもある。結果、

被害の増大となった場合にはマスコミの餌食となり責任問題が生じることも危惧

されることから、出動に際して必ず現場確認用の大モニターで進入経路及び現場

周囲の道路状況等を機関員のみならず隊長、隊員も含め全員で迅速に確認し、出

動することとしている。当然ながら、モニターが設置されている出動準備室まで

の移動や準備室から車両までの移動は速足若しくは駆け足としている。指令員に

ついては、現場を誤るという失敗は決して許されず、慎重に時間をかけての遅す

ぎる指令発出も救急活動において大きな支障となり、活動後の救急隊から非難の
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的になることは十分理解している。しかし、通報者が高齢者や又聞き通報の場合

は、ほぼ会話が成立せず現場確認に 1 分以上費やすなど指令の遅れの原因が通報

者にあることも多い。救命率の向上や被害軽減のため、入電から出動までの時間

短縮が最重要課題であることは全職員が理解しているが、情報入手先である通報

者の教育も同様に今後の重要な課題として挙げられたのも事実である。 
 
～本部内アンケート調査～ 

入電から出場時間短縮の救命率向上に対する認識について、通信指令員、救命

士、救急隊員に対して認識度をアンケートで意識調査を行った。 
（１）アンケート内容 

入電から出場時間短縮することで救命率の向上に効果があることを認識して

いますか。０点（認識していない）から５点（認識している）から１０点（強

く認識している）の整数値で評価した。 
（２）アンケート集計結果 

救命士２４名、救急隊員、警防隊員６８名、通信指令員９名の計１０１名か

ら回答を得た。救命士は５～１０点で平均８．４点であった。救急隊員、警防

隊員は３～１０点で平均７．６点であった。通信指令員は回答者全員が１０点

の回答であった。アンケートの結果から平均点が中間点を超えることから入電

から出場時間短縮の救命率向上に対する認識は概ねされている結果となった。

しかし、幹部職員や災害件数の少ない所属の職員からは３～５点の回答があり

認識度の低さが感じられる結果も今回のアンケート調査でわかった。 
 

2) 入電～出場時間短縮に関するこれまでの試みとその効果 
・ 現場の救急隊員には指令から出場までを 45 秒以内（以下、迅速出場）を目標

とすべきと周知した。周知後に新通信指令システムが稼働し、救急隊ごとの出場

時間のデータを取ったところ、全４救急隊のうち１救急隊は迅速出場を行えてい

たが、３救急隊は迅速出場の目標値に達していなかった。その原因として、新本

部庁舎は、３階事務所から車庫内の救急車まで約６０ｍ、４階職員食堂から約８

０ｍ、５階通信指令室からは約１００ｍの歩行距離がある。救急隊員が指令を受

けた場所から車庫までの距離は時間遅延の原因の一つとなりうる。他の原因とし

て、①出場件数が少ないため、出動という行動自体に慣れていない②シャッター

の構造上、迅速な開放や閉鎖が行えない③分署では出動時に無人となるため、防

犯上シャッターを閉め、ドアの施錠を行わなくてはならない④現場が遠方であっ

ても、署内の地図での現場特定後に出場している⑤署員の迅速出場に対しての意

識（特に行動のスピード）が低いという傾向があった。そのため、迅速出場の基

準を満たせない署では、レスポンスタイム短縮によって得られるメリットの周知。

車庫までの走る速度や感染防止衣の着装のタイミング、個人装備の配置の工夫、

出場時の個人の役割を明確化し、出場訓練を反復したところ、出場時間が短縮さ
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れた。救急隊員側の要素としては、隊員個々の迅速出場への意識向上が最も短縮

効果があると思われる。その他には、勤務人員に余裕がある署では、救急隊員の

シャワー中には代替隊員を立てることも実施している。一方、最も速い署では、

①事務所から救急車までの距離が近い②車庫にシャッターが設置されていない③

署から遠方の現場では、地図での特定を行う前に走行を開始している④職員の迅

速出場に関しての意識が高いという傾向があった。 
 
・ 当消防局にて入電～出動に関しての遅延要因としては、遅延件数 272 件中の割

合の高いものは①夜間や仮眠中における庁舎シャッターの開放および庁舎施錠の

ため（33％）②事務所が 2 階にあるため（32％）③訓練中のため（８％）となっ

ている。これらの遅延要因の対策として①に関しては、活動服で仮眠しており、

出動場所表示ディスプレイ付近に感染防止衣を置き、３名で着装しながら出動場

所を確認して他の装着品（ヘルメット、マスク等）は車内で着装している。また、

指令放送受信直後に夜間勤務員（消防隊員等）がシャッターを開放しエンジン始

動を行っており迅速に出動する体制を取っている。②に関しては、１階に事務所

がある庁舎から比べると 10 秒から 15 秒程度、遅延することは許容すべきと考え

る。その中で、少しでも速く救急車両に乗車するために事務所内の救急隊席の配

置や車庫内の救急車の配置を考慮し、最も短い動線で乗車できるようにしている。

③に関しては、訓練は１隊で実施せず２隊で実施しており、評価や想定付与する

隊が即出動できる体制を整えて訓練を実施している。また、訓練に使用する資機

材は、現場で使用している同等品（予備品）のものを使用しており、救急車内の

資器材の使用は避けている。 以上の対策を日頃から徹底的に実施しており、入

電から出動にかかる時間を短縮しており、ことにより救命率の向上に寄与してい

ると考える。 
 
・ 研究データを（２０１５年）入力したところ、出場指令から出場まで４５秒を

超えたのが全ＣＰＡ２３件の内２０件（86.9%）が該当した。まず、４５秒と設

定された時間については石川県の中央値ということであったため当消防では早く

出動するという意識をもって出動した場合に出場指令～出場までどれくらいかか

るのか検証したところ、通常事務を行っている２階事務所から５３秒、仮眠室で

寝ている状態からは７３秒かかった。データでは、仮眠していて出場が遅延した

のは４件あり、１件は７３秒で出場し３件は７３秒以上かかっていた。その他作

業や訓練等で遅延したのは１６件あり、３件は５３秒以内、１３件は５３秒以上

であった。この結果を署内検証検討会で説明し、通常業務で事務所にいる場合に

は５０秒で出動することを目標とすることを伝えた。しかしながら、未だに６０

秒を超えているのが現状です。これについては、個人に指摘して再認識してもら

い改善を図ることとしている。また、仮眠中での出動は７０秒で出動することを

目標としたが、時間ばかり気にすると場所を誤認したりするおそれがあるので、
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場所だけはしっかり確認し出動することとしたが、実際には約９０秒かかってい

るのが現状。当消防本部は事務所・仮眠室共に２階にあり、指令～出動まで早く

行動しても時間（４５秒以上）を要してしまうことから当消防の目標値を設定し、

出来るだけ早く出動するような意識を持ち行動をとってもらうため、遅れた場合

は個人に理由を聞き記録しており、データは全職員閲覧できる様にしている。効

果は数字に表れていないが、この取組みで実施し再度検証する必要がある。 
 
・ 本市指令センターでは 入電から予告指令まで２０秒、予告指令から本指令ま

で３０秒、合計５０秒を目標 としており、昨年１年間の入電～指令の平均時間

は５８．２秒でした。ＣＰＡ若しくはＣＰＡ疑いと判明するのは本指令直前が多

く入電直後は分からないことから、全ての通報において時間短縮を意識していま

す。各救急隊では、専任隊は３名なのでシャッターの開放とエンジンスタートを

救急隊以外の署員が可能な限り手伝います。しかし深夜帯は仮眠中のため救急隊

のみで準備することが多いです。また兼務隊は４名乗車を実施しているので任務

分担により時間短縮を図っていますが、庁舎が無人となることからシャッターの

閉鎖と玄関の施錠が必要となります。 
 
・ 救急機関員講習と感染防止衣現着後装着活動を試行で実施した。（１）救急機

関員講習は過去 3 年に 2 回以上救急要請があった場所のテストをおこなう。（２）

感染防止衣現着後装着活動は、救急機関員は現場到着後に感染防止衣を装着する

活動を実施する。上記 2 項目を 1 ヵ月間、試行で実施した。結果は 入電から出

動平均 1 分 50 秒から平均 1 分 26 秒となった。通信指令課では、通信指令員の受

付件数と入電から指令の平均時間を掲示板に掲示し職員の時間短縮の意識付けを

おこなっている。通信指令台の操作パネルは救急受付画面を標準としている。 
 
・ 解析結果により、入電から出場までの遅れが示されていますが、二つの試みか

ら効果が得られているものがあります。まず、出場指令が出たならば、救急隊３

名はもちろん、他の職員数名も準備に入ることです。救急隊は直ちに感染防止衣

を着ながら指令送出モニターで災害点を確認、その他の職員数人で救急車のエン

ジン始動と、出来ればモニター類の電源立ち上げを実施する。また、夜間では車

庫のシャッターの開閉も他の職員が行うので救急隊は災害点を把握すれば直ちに

出場となる。少なくとも分散し行っていることから数十秒～１分程の短縮が得ら

れているのは間違いない。もう一つは「訓練中・夜間の仮眠中」が理由の遅れに

ついて、若い職員で救助訓練実施中は、訓練塔の上に上がっている者を救急隊員

に編成せず、その日だけは代わりの者を救急隊員に編成することや、救急隊が仮

眠する部屋は、救急車に比較的近い部屋を指定するなど、それぞれ調整を行った

結果、時間短縮に有効性を感じている。今後も分散した出場までの準備を継続し

効果を示したい。 
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・ 当消防本部における入電から出場までの遅延については、入電から指令までの

中に大きな原因があると考えた。特にＰＡを同時に出動させることに拘りすぎる

あまり、通報者からの心肺停止判断となるキーワードの聴取に時間を要してしま

い、その結果として出動指令が遅れていた。そこで、救急隊のみを先に出動させ、

通報者からのキーワードが聴取できた時点で消防隊を出動させる試みを実施した。

その結果、平成２８年の入電から指令までの平均時間で、１月では１分３６秒で

あったものが、その半年後の７月には５８秒と大幅に時間短縮を図ることができ、

効果として現れた。 
 
・ 出動予備指令が鳴った時点で、まず、感染防御が着装できるように出動指令準

備室にある 出動指令ＦＡＸ置き場付近に感染防御衣等を配備 しました。出動予

備指令が鳴った時点で、救命救急対応で出動準備室に４名の救急隊員が集まり、

出動場所を確認して、必ず指令書を持って救急車に乗るようにしています。この

時点で、４名来ていない場合は、呼びに行くか又は他の職員が乗っていくように

し、出場が遅れないように取り組んでおります。またトイレまで距離があるので、

トイレに行くときは他の職員へトイレに行くことを告げ行くようにしています。

機関員は各自で輪島市内を周り地理の勉強に取り組んでおり、非番日に数人が自

主的に集まり地理把握に取り組んでおります。今後、ただ周るだけでなく周った

場所を地図で先輩職員の下にフィードバックしていくつもりです。この結果、す

ぐに感染防御が着装でき、スムーズに約１分程で出動できるようになってきてお

り、機関員も少し地理に自信がついてきていますので、今後続けて行くことが大

切だと考えております。 
 
・ 聴取内容を統一化するため、県 MC 協議会が作成した受付マニュアルを各指令

台に設置し利用している。録音内容を指導員が事後検証し入電から出動指令まで

の時間短縮を試みた。特に深夜帯（2 名勤務）や人事異動後の不慣れな職員が通

報を受け付けた場合に効果が大きかった。深夜帯の受付体制は指令員と補助員の

2 名となるため、補助員が通報を受け付けて情報を聴取している間に機器に精通

した指令員が指令台を操作するよう試みた。場所同定の追加操作が必要な携帯電

話、専用回線や代表電話からの緊急通報では、特に入電から出動指令までの時間

短縮に有効であった。予告指令方式を運用 した。予告指令によって本指令のタ

イミングが遅れないように、救急通報受付後、出動場所を同定し「事故種別」を

選定した時点で自動的に対応署所及び全移動局に流れるシステムとし、予告指令

の内容は必要最低限とした。予告指令から本指令までの数十秒間を出動準備にあ

てることができ、出動時間の短縮に有効であった。車両運用端末装置の起動遅延

（電源投入後約 25 秒後に AVM 動態登録操作可能）問題について、予告指令を受

けてから機器の電源を先に入れるようにした。出動と同時に「出動登録」が可能

になった。 
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・ 当消防本部では、今まで傷病者の意識確認を行ってから出動指令をかけていた

ため予告指令を出すまでに時間を要していたことがわかった。予告指令が遅くな

ると救急隊員の出動準備も結果的に遅くなり出動時間の遅延につながることか

ら、現在は出動時間短縮のため傷病者の側からではない通報の場合は、現在の状

態ではないと判断してＣＰＡ指令するような試みを実施し入電から出動時間の短

縮に努めている。効果については、ＣＰＡ対応し出動したが空振りであったとい

う事案が増えたものの、意識ありで出動したが現着時ＣＰＡであったと言う最悪

の事案は確実に減少している。 
 
・ 消防庁舎移転新築の際、事務室を１階とし車庫内の救急車配置場所を事務室か

ら一番近い所とした。また、車庫への動線上に現場確認用の大モニター及び資器

材棚を設け、受令時に現場（進入経路）を確認しながら感染防止衣等の着装を可

能な間取りとした。小規模本部であり専任ではなくすべての業務が兼任であるた

め、消防訓練にも救急隊が参加し、隊運用や連携訓練を行う必要があることから、

消防訓練中において指令を受けた時は、救急隊は呼吸器や防火衣の離脱から感染

防止衣着装等の出動準備を行い、消防隊は救急車のエンジン始動や内部電源切替

え等を行うというように、出動までの役割を事前分担し迅速出動に備えている。

旧庁舎は事務室が２階にあり階段を下りて別棟車庫への移動が必要であったこと

から、新庁舎建設において配置を見直し出動動線を最短としたことが時間短縮に

もっとも有効であったといえる。また、消防訓練中の出動準備において、消防隊

がまったく関わらないのではなく、救急車の出動準備を行う ことも迅速出動に

はたいへん有効といえる。 
 

3) 予備指令や仮指令の導入 
・ 新庁舎での新通信指令システム運用からの数カ月は、事故種別が確定したタイ

ミングで予告指令を出していた（システム上、事故種別を決定しないと指令が出

せない）が、現在は事故種別を頻度的に最も多い急病で予告指令を出している。

しかし、明らかな時間の短縮効果は確認されていない（実施前月平均５０秒、実

施後月平均４７秒）。これは元々、通信指令員の指令台操作の慣れにより、予告

指令から本指令までの時間が数秒であったためと思われる。 
 
・ 通常２階事務所で業務していることが多いことから、指令が流れてから行動す

ることとなると１階車庫まで階段で下りて行かなければならないため救急車に乗

車するまで時間を要してしまう。予告指令が入れば先に行動に移すことができる

が、平成２８年度石川県 消防長会通信連絡会の議件で救急出動指令について情

報交換 されている。県内１１消防本部で運営する７通信指令室があり、５つの

指令室は予告指令を実施しており、２つの指令室では予告指令を行っていませ

ん。実施していない理由は、予告段階で災害種別、災害住所、出動車両は決定し
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ており、本指令までの待ちが長くなるということであった。よって、予告指令を

実施している消防と予告指令を実施していない消防の出動に関する状況を比較す

る必要があると思われる。予告指令が流れ先に動いたとしても本指令まで時間が

かかり遅ければ入電から出動までの時間はそう変わりないはずで、これが短縮さ

れているならば検討する必要がある。しかしながら、システム変更となると、２

市２町共同で通信指令業務を実施していることから、変更に係る料金やシステム

変更に伴う通信業務の変更等様々な別の課題が増えてくることが予測できる。 
 
・ 本市の予告指令は全て全救急隊に出され、本指令時にＧＰＳで直近救急車が出

動隊として選出されます。そのため複数の管轄に属する大きな面積の町名では、

本指令まで出動隊が分からず初動体制が遅れることがあります。予告指令を導入

しても運用要領によっては早い出動にならないケースもあります。慣れによるも

のもありますが、高価で長い期間運用するシステムであることから、隊員の心理

面に左右されないシステムが必要です。また運用要領を改良しようとしても、シ

ステムプログラムを変更するためには更に莫大な費用が必要となるため実現する

のは困難です。予告指令システム導入時はその消防本部によって運用方法を詳細

に検討し分析する必要があります。もし発信地表示システムが導入されていない

ならば、予告指令システムより優先して導入すべきです。固定電話からでは入電

と同時に現場特定され、本指令までの時間短縮が飛躍的に図られます。 
 
・ 平成 23 年から通信指令課が運用開始され運用開始時は予告指令をおこなって

いたが、本指令まで約 20 秒要することから予告指令を廃止し、現在は本指令で

出動 している。 
システムプログラムの要望としては、通信指令課が運用されるまでは、入電内

容が消防署の管内放送で通報内容が放送されていた。そのため発生場所、傷病者

の状態、通報者の状態がリアルタイムで感じることができ現場認識が瞬時に可能

で迅速な出動であった。また、通報内容から傷病者の状態を推測することもでき

ていたことから、通信員への助言、特定行為の準備の必要性など早期におこなう

ことができていた。システムプログラムで入電内容を携帯無線機、携帯電話、タ

ブレット等へリアルタイムで連動が可能であれば旧通信指令室と同じ様に出動ま

での時間が短縮されアンダートリアージも減少できると考える。 
 

・ 現在、予告指令なしの本指令での運用をしていますが、今後も変更がないと確

認しています。まず、予告指令を送出している消防本部に関して聞いてみますと、

「災害点と救急であることが確定」したならば予告の送出により救急隊が準備に

入る。さらに本指令送出により救急車が出場となる。それに対して当本部では

「災害点と救急であることが確定」されたなら本指令が送出され準備完了後、即

出場であり、特別な理由がない限り遅れを生じることがないと確信しています。
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また、予告指令を導入していた消防本部が、本指令送出までの時間が長いと言う

救急隊からの意見で、予告指令を取りやめた事例も聞いております。いずれにし

ましても、通信指令員のテクニックが重要であることも含め、入電から出場指令

までの時間短縮をさらに目指して行くことが必要不可欠であり、傷病者の救命率

に大きく反映するものと思っています。救急隊としても予告指令、本指令が早く

送出されているにもかかわらず、夜間で仮眠からの出場に対しては素早く反応で

きない場合も少なからず認められていますが、②でも記載したとおり、救急隊を

含む他の職員も出場準備を手伝い、救急隊が素早く出場できるよう支援していく

事がさらに重要であると考える。 
 
・ 当消防本部では予告指令を導入しており、予告指令のメリットとしては、救急

隊員が早期に出動準備を行えるということである。発生場所を管轄する所属が分

かった時点で予告指令を送出し約 10 秒間の音声が流れる。その間に、現場及び

事故種別を特定させ出動指令を送出する。デメリットとしては、予告指令の音声

が流れている間は、出動指令が送出できないことである。これは、聞き取りがス

ムーズであった場合に、数秒間の遅れを生じてしまう。また、又聞き通報などで

通報している場所と現場が違っていた場合は、別の所属へ予告指令を送出してし

まうということである。その他に予告指令中は無線交信が出来ないため、病院か

らの帰署途中や業務出向中の救急隊への出動可否等の確認が遅れ、結果として出

動が遅れることとなる。その対策として帰署途中、業務出向中の隊には予告指令

は行わず、無線交信にて出動可否の確認、救急入電中である旨を伝えている。こ

れは、夜間の仮眠待機状態からの出動時間の短縮にも効果がある。 
 
・ 出動予備指令を鳴らすと、出動予備指令が終わるまで出動本指令を出せないと

いう欠点がある。出動本指令を出さないと、指令書がＦＡＸされない。他の消防

本部では、一発本指令で対応していて、奥能登でも検討が必要だが、出動予備指

令を出さないと準備に遅れがでる可能性もあり、指令課等で検討し、各所属で訓

練した結果を検討し、方向性を示していく必要性があると考える。夜間は必ず出

動予備指令が必要 だと考えます。やはり日中よりも行動が遅れるのは否めない

ことで、対策として、救急隊３名及び４名が同室で仮眠 をとり、出動予備指令

が鳴ったら、互いを起こして出動する等が考えられるが、出動準備室付近に仮眠

室が必要になる等の課題もあるのが現状と考えます。また日中に出動予備指令を

止め、夜間に出動予備指令を出すことが出来ない等の課題もある。一度指導救命

士が指導する必要性があると考えます。 
 
・ 現在、予告指令は指令システムに連動させて運用しており、署所での待機者は

館内放送により予告指令を受け、署外での業務中においては車載無線機や携帯無

線機から予告指令を受信できる。予告指令を流すタイミングは各々消防本部によ
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って異なるため、指令機器の導入時に消防本部として運用要領を定める必要があ

る。出動準備に使える時間は予告指令を流すタイミングによって増減することか

ら、「タイミング」が時間短縮のポイントとなる。例えば、入電と同時に予告指

令を流した場合、出動準備の時間が多く取れるため、訓練中や 4 名乗車出動時等

で見られる出動遅延は解消されるが、誤報や訓練通報といった場合もあり、災害

内容が未確認状態で全署所に毎回予告指令が流れるのは実用的ではない。当本部

では、「出動場所」及び「災害種別や事故種別」の 2 つの要素が判明した時点で

予告指令が流れる。従ってどちらか一方の聴取に時間を要してしまうと、予告指

令自体の遅れにつながってしまうが、そのような場合は、管内放送や内線電話で

肉声により「救急入電中」である旨を周知する等の対応 を行っている。 
 
・ 予告指令なしでの一発指令が早いのではないかという議論もあるが、当消防本

部では予告指令を採用している。予告指令は音声合成にて約１０秒間で終わる。

また、災害地点が確定せずともその町で災害が発生していることを予告指令でき

ることで救急隊員を車両まで向かわせることができる。また、出動隊員は、庁舎

内での業務、屋外での訓練、又は事業所での訓練指導や立ち入り検査等により一

隊が常に同じ場所にいる事はなく、一発指令では指令の聞き逃しも想定され危険

があると感じている。当本部では該当しないが、予告指令を流すことで、本指令

が遅れる場合があるのは、予告指令を流すタイミングが遅く、指令内容の文言が

長い場合である。以上のことから指令システム導入時に「流すタイミング」と

「指令内容を簡潔」にすることが入電から出動までの時間短縮に重要であると

考える。 
 
・ 現在、2 市 2 町（金沢市、かほく市、津幡町、内灘町）で通信指令事務共同運

用を行っており、救急事案において予備指令は発令せずに本指令を受け出動して

いる。指令員は火災、救急、救助、その他事案の判断のほか事故種別（急病、一

般負傷等）及び発生場所を確認した時点で本指令を発令している。単独（1 市又

は１町）であれば救急事案と判断した時点で現場未確認であっても予備指令を発

令し、救急隊の出動準備を促すことは可能と思われるが、共同運用の場合、現場

未確認のまま予備指令を全署所に出すことは、各署所における業務中断や本指令

を受けている署所の出動遅延にも繋がることから共同運用を実施する上では不具

合が多い。また、予備指令から本指令までの時間が長いなど指令員の能力により、

指令発令に格差がみられることも予想されることや、予備指令がなく初めから本

指令が発令されることにより「急がねば」と隊員に思わせるような心理的作用も

働く。以上から、署所の多い指令事務共同運用本部（局）に関しては、出動車両

を指定し、本指令による出動とした方が迅速出動をする上では有効と思われる。 
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（３）入電～口頭指導開始時間 

 

入電～口頭指導開始時間の仮眠時間帯（22 時～6 時）での延長はなかった。しかし、通

信指令室の格差は大きかった。 

入電～口頭指導開始時間の延長と関係する因子を、通信指令側と通報者側に分類し分析

した結果を下表にまとめた。 

表 入電–口頭指導開始時間間隔延長と関係する主な因子 

 

通信指令 遅れ 
有り 
143 例 

遅れ

なし 
413 例 

 通報者 遅れ 
有り 
143 例 

遅れ

なし 
413 例 

傷病者の直ぐ側での

観察依頼 
58％ 80％  離れた場所からの通報 40％ 22％ 

訓練不足者 39％ 16％  通話遮断 36％ 15％ 
    協力者がいない 43％ 24％ 
    通報者が混乱 41％ 18％ 
 

口頭指導後に一般市民が胸骨圧迫を開始した院外心停止 556 例で分析 
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また、消防本部内の検討結果から明らかになった入電～口頭指導開始時間間隔延長の他

の理由を下表にまとめた。 

表 入電–口頭指導開始時間間隔延長の他の理由（消防本部内検討結果） 

理由 頻度 
指令員の経験・訓練不足 23％ 
高齢通報者 26％ 
通報者の講習受講 14％ 
 

口頭指導後に一般市民が胸骨圧迫を開始した院外心停止 556 例の中で入電–口頭指導開始時間が

75％値（109 秒）を超えた 143 例にて分析 

石川県 MC 協議会では、一般市民の早期 119 通報と通報内容の質の向上のためにアクシ

ョンカードを作成し、一次救命処置普及啓発のための講習会等で活用している。各消防本

部の活用状況は以下のようであった。 

・ 普通救命講習会では、早期通報の重要性について指導はされているが、すべての講習

で強烈なインパクトを与えるに至っていないのが現状である。特に通信指令や MC の

WG に関わりのない救命士の中には、その重要性気づいていないものも散見される。 

そのため、部内講習会で通信指令のポイントや死戦期呼吸についての指導、普通救命講

習会でオンラインの継続や口頭指導を実技の中に組み込むことを周知した。講習会では、

実際に受講者が通信指令センターに１１９番通報し、通信指令員から口頭指導を受けな

がら、胸骨圧迫を実施するトレーニングも行った。これによって、早期に 119 番通報す

ることのメリットを強調でき、バイスタンダーが起こしやすい過去の失敗をディスカッ

ションし、その改善策も受講者に周知させることが出来た。アクションカードは、受講

者の年齢層が高い救命講習会、町内の防災訓練や会合において説明、配布している。 
 
・ 職員間で情報共有を行い、通報の遅れを改善するために、石川県メディカルコントロ

ール協議会が作成した「１１９番通報の手引き」を、緊急度・重症度判定基準の普及・

啓発のための講習会を開催、消防機関が在宅介護・医療事業者を巡回し、連携促進のた

めに判定基準の配布と説明を行っている。また、救急隊が現場到着時、個人カルテを準

備していない等、迅速・正確に情報収集ができず、現場滞在時間延長を改善するため、

１１９番通報時から、氏名、生年月日、住所、病歴、かかりつけ医、内服情報、急変時

の発生状況を記入する「救急隊用引継ぎ用紙」を各施設に配布と説明を行い、連携体制

を確立することで、正確な情報の伝達・搬送時間の短縮に繋がっている。 
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・ 以前からＭＣ協議会の研究で、通報の遅れが蘇生率の低下に関与しているとの結果を

受け、署内検証検討会で「救命講習会では口頭指導プロトコルに記載されているハイリ

スク・キーワードの症状があれば直ぐに１１９番通報するよう指導すること。」とした。

また、アクションカードについても消防本部のホームページに掲載していることや、ア

クションカードとはどういう物かということを救命講習で説明し普及啓発を実施してい

る。 アクションカードは津幡町の高齢化率の高い地区１，７３１世帯を対象に配布し、

アクションカード活用の説明会も平成２８年１月から３月に実施した。今後はアクショ

ンカードの効果を検証し、更なる通報の遅れを予防する対策を講じなければならない。 
 
・ 通信指令員が救命講習や自主防災訓練に出向し、救急車適正利用を呼びかけながら

119 番通報の正しい掛け方を指導しています。内容はアクションカードに記載されてい

る重症度や緊急度の高いと思われる疾患及びケガが疑われた場合には、迷わず 119 番通

報を優先させる事の重要性や、携帯電話や子機の使用により傷病者のそばから通報する

ことが有効である内容を広報しています。アクションカードは救急車到着に時間を要す

る地域を中心に配布しています。高齢者等が定期的に開催している集会の場（町単位）

に出向し、病気の予防、適正利用を広報しています。 
 
・ 消防本部開催の救命講習では、通信指令課の見学と見学時に通報と口頭指導の体 験

をおこなっている。実際に携帯電話で訓練通報し通信指令課のガラス越しで通信指令員

の受付作業、地図表示、口頭指導を受講者に見学、また実際に指令課員から 119 番通報

時のポイントを説明するなどして対応している。MC 協議会で作成したアクションカー

ドは通報の遅れのある白峰地区で配布し、回覧板、防火訪問、地区会長を通じてアクシ

ョンカードの有効利用をお願いしている。 
 
・ まだまだ、１１９番通報には戸惑いから来る通報の遅れ、山間部の高齢者世帯などは

地域柄、救急車が自分の家の前に来られる事の世間体を気にするなど、スムーズな通報

に至っていないケースが認められる。そこで消防本部としては、各地区の集まりや高齢

者宅防火診断時に、以前ＭＣ協議会が作成したアクションカード配布後の保管状況を口

頭で確認してみたところ、概ねの方々は固定電話の付近に置いてあるとの事だった。ア

クションカード配布後による効果確認は、なかなか実施できないが、これからの指導に

関しても、アクションカードの中身を中心に説明を行い、いざと言うときには迷わず救

急車を要請（１１９番通報）することを優先として、通信指令員の問いかけに確実に答

えてほしいと思う。 
 
・ 年に数回、普通救命講習会に通信指令員が同行し、要領よい 119 番通報の指導を実施

している。その効果については確認できていないが、何度も繰り返し指導することで

徐々に浸透していき、双方の立場を理解した通報や受信ができると思われる。 
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  アクションカードについては、一部地域の世帯への配布、広報誌やホームページに掲

載しているものの、その活用や奏功事例等は不明で確認されていない。しかし、前年は

救急件数が過去最多となっており、アクションカードは 119 番通報や受信時に極めて効

果的であると考えている。今後のアクションカードの活用については、配布時には説明

等を実施したことにより認識があったと思われるが、その意識も徐々に薄れ、忘れさら

れていくことが懸念される。そのため、年に１度、広報誌やケーブルテレビを通じて、

記載内容確認の周知を行う。その際には、併せて活用の周知を行うことで意識の向上を

図る必要があると考える。また、高齢者へ配布を拡大し、一人暮らし高齢者宅へは戸別

訪問し、更なる活用とその効果を検証する必要がある。 
 
・ 救急講習会や普通救命講習では、迅速な１１９番通報を指導していますが、現時点で

は、まだまだ厳しい現状です。奥能登地区の高齢化率は、県内においても高く、もちろ

ん救急搬送する方の年齢層も高い。講習会では、固定電話より子機や携帯電話等からの

通報の指導を行っているが、高齢者からの通報は、未だ固定他電話が主で、また対応に

は通報者の耳が聞こえにくい等の多くの問題がある。介護や認知者がいる家庭や独居家

庭が多くあり、１１９番通報の指導には、１１９番通報の指導だけでは実施率が低いた

め、救急講習や普通救命講習の中に通報訓練を入れて指導していくことが今後必要だと

検討している。アクションカードは一部の高齢者の地区にしか配布出来ず、幅広い年齢

層にも活用が必要と感じているので、ＭＣから更に配布できないでしょうか。 
 
・ 上手な 119 番通報者は、救急車を頻回に利用する人や施設からの通報である。何を聴

取されるか予測しており、聴取されている間に救急車が出動していることを理解してい

る。また、通報者自身が救助者になることを理解しているため、口頭指導では手当の実

施に協力的である。初めて通報する人の特徴は、早口でパニックになっており興奮状態

である。119 番が繋がったままだと救急車が来てくれないと思うことや、通報者自身が

救助者になることを理解していない。通報に時間を要した割には必要な情報が得られな

いことや、口頭指導が上手く伝わらない場合がある。 講習会で要領よい 119 番通報の

指導を行うには、救命講習の中で通報に関する専用の時間を設ける必要がある。講習で

は、通報から救急車が現場到着するまでの基本的な流れを理解させる。MC 協議会が作

成したアクションカードのコピーを講習資料とし、受講者が必要事項を記載する。受講

者が所有している携帯電話をスピーカーフォンにする要領を訓練する。想定訓練では、

「迷わずすぐに 119」の症状に合わせてシナリオ訓練を実施 し、訓練通報から、口頭指

導によりスピーカーフォンで応急手当を行い、受講者にアクションカードの有効性を理

解させ自宅等で活用していただく。 
 
・ 当消防本部では、要領よい 119 番通報の指導に対する署内検討結果として、救命講習

会を開催時、受講者に対し 119 番通報の模擬体験と通信指令員から直接、口頭指導を受
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けることで躊躇なく、要領よい通報が可能となるといった検討結果から現在は模擬 119
番通報訓練を行っている。受講者には、基本的に通信指令員の質問に対し回答していく

よう指導し、消防本部ホームページでも正しい 119 番のかけ方として通報要領を公開し

市民へ周知している。また、救急要請を直接、消防署にかけてきた際には出動が遅れて

しまうことがある旨を伝え今後、119 番から救急要請をしてほしいと必ず伝えている。

アクションカードの活用については、救命講習会及び消防本部ホームページで紹介し、

119 番通報に遅れを来さないよう活用方法について説明し使用してもらっているところ

である。 
 
・ 講習会においては、これまで 119 番通報について触れることなく応急手当のみ（胸骨

圧迫に重点）を指導し講習を行ってきたのが事実であるが、指令検証の結果、遅い通報

や又聞き通報、支離滅裂な通報内容など、不適格な通報が多いことを踏まえ、講習会の

みならず地区の防災訓練等においても、携帯電話（コードレス）による傷病者の側から

の通報、傷病者のどこを見て何を確認するかなど観察手順、通報要領の説明を行うこと

とした。また、救急車不適正利用の通報内容を例に挙げ、救急車の適正利用についても

周知するようにした。ＭＣ協議会作成のアクションカードの活用においては、管内で高

齢者率の高い地区の公民館や民生委員の協力を得て、全世帯に配付 したが、効果の検

討については症例数が少なく検討材料としては不十分であるため、今後も長い期間での

調査を継続していく必要がある。 
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（４）出場～現場到着時間 

 

出場～現場到着時間は仮眠時間帯で短縮する 傾向にあったが、統計的に有意でなかっ

た。通信指令室間で大きな差があった。 

 

 

実際に車両が走行している時間を表す出場～現場到着時間の入電～現場到着時間に占め

る比率を算出すると、仮眠時間帯で有意に小さくなっていた。 
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現場到着から現場出発までの時間因子の検討 

非救急隊目撃院外心停止例での分析 （2012～2015 年） 

 

結果の要約 

１） 現場到着～患者接触時間は公共施設や介護施設では有意に延長しており、出場先の

建物の構造が原因となることが多いが、出場先施設内での情報共有欠如による場合も

あった。 

２） 現場活動時間には消防本部間で大きな格差があり、器具による気道確保や静脈路確

保の試みにより大きく延長する。 

３） PA 連携や 4 人乗車による現場活動人数の増加で現場活動時間は短縮可能である。 

４） 現場での静脈路確保を 6 分以内に限定するプロトコールの導入後、静脈路確保の 6
分以内の達成率が増加している消防本部がある。 
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（１）現場到着～患者接触時間・患者接触～初期心電図記録時間 

 

 

石川県 MC 協議会の活動プロトコルでは、接触後心停止を確認後、初期心電図は接触後

90 秒を目安に記録することになっている。 

現場到着～患者接触時間と患者接触～初期心電図記録時間には、消防本部間で大きな差

を認めた。現場到着～患者接触時間は仮眠時間帯（22 時～6 時）で有意に延長したが、患

者接触～初期心電図記録時間には延長は見られなかった。 
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現場到着～患者接触時間は公共施設や介護施設では有意に延長したが、患者接触～初期

心電図記録時間は家庭での院外心停止で延長した。 

消防本部内で時間遅延の理由を検討したが、下表のように、出場先の状況に依存する理

由がほとんどであった。 

表 現場到着–接触時間間隔延長の他の理由（消防本部内検討結果） 

理由 頻度 
時間・空間距離 78％ 
狭小なエレベーター・廊下 35％ 
救助事案  15% 
案内人の欠如・施錠 9％ 
出場先施設の情報共有なし 8％ 
 

非救急隊目撃院外心停止例の中で現場到着–接触時間が 75％値（66 秒）を超えた 771 例に

て分析 

しかし、背景には出場先施設内での情報共有の欠如や救急隊誘導に不慣れなどの問題が

有り、出場先施設へのアプローチが必要であると考えられた。各消防本部でこの問題に対

する対応を検討した。検討結果を以下に示す。 

・ 当本部管轄の一部では、道路幅員や地理上の問題により救急車を傷病者宅付近に停車

できない地区がある。これらの地区においては、救急車停車位置が傷病者宅から約３０

～５０メートル離れる場合もある。玄関前に部署できる場合が多い地区の平均は１分０
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３秒なのに対し、この地区では平均１分３３秒であり、出場先地区で平均３０秒の差と

なっている。これら、地域特性による差については劇的な改善は困難である。介護施設

や公共施設で延長するといった結果が得られたが、当本部管轄の介護施設、公共施設、

旅館の場合、建物の構造上の問題に加えて単純に施設内の移動距離が長い事が要因と考

えられる。傷病者が２階以上にいる場合や、エレベーターが未設置（設置されていても

簡易式のため３人が乗れない）など、一般住宅と比較して明らかに対象物内での移動距

離が長い。さらに、夜間にはどの施設においても職員数に余裕はなく、必ずしも誘導が

可能とは言えない。誘導については、通報者の他に複数人いる場合には通報者とはオン

ラインを継続し、他の人に誘導を依頼する事が可能である。蘇生協力者が通報者のみの

場合で、傷病者の容態変化を優先した場合には誘導が不可となる。一般住宅であれば誘

導人がいない場合でも、玄関で声を掛けると返答があるため部屋の特定は難しくない。

しかし、施設や旅館において誘導人がいない場合には部屋の特定にかなりの時間を要す

る。このような施設における夜間のＣＰＡで、かつ蘇生協力者が通報者のみの場合で最

も時間を要す事となる。通信指令員がこれを認識していれば、オンライン継続中（ＣＰ

Ａへの移行警戒中）に救急隊が入口に到着するタイミングで誘導させる事で改善可能で

ある。しかし、ＣＰＡに対しバイスタンダーが通報者のみの場合、胸骨圧迫継続と誘導

のどちらを優先するかの判断は困難である。施設において、特に職員数の少ない夜間を

想定したバイスタンダー処置と誘導をマニュアル化し、病院内での緊急コールのような

職員を集めるシステムが必要であり 、それにより遅延の改善は可能と思われる。また、

出場隊員側の要因として、入電～出場で迅速出場が可能となったように、隊員個々の接

触時間短縮への意識向上が最も短縮効果があると思われる。当本部管内の旅館で、救急

隊進入経路を制限する場合（一般客の目につかないように）があるが、大浴場内の場合

のみであり、むしろ正面玄関からよりも短時間でアクセスできる経路となっている事か

ら遅延の原因とはなっていない。 

・ 職員間で情報共有を行い、通報の遅れを改善するために、石川県メディカルコントロ

ール協議会が作成した「１１９番通報の手引き」を、緊急度・重症度判定基準の普及・

啓発のための講習会を開催、消防機関が在宅介護・医療事業者を巡回し、連携促進のた

めに判定基準の配布と説明を行っている。また、救急隊が現場到着時、個人カルテを準

備していない等、迅速・正確に情報収集ができず、現場滞在時間延長を改善するため、

１１９番通報時から、氏名、生年月日、住所、病歴、かかりつけ医、内服情報、急変時

の発生状況を記入する「救急隊用引継ぎ用紙」を各施設に配布と説明を行い、連携体制

を確立することで、正確な情報の伝達・搬送時間の短縮に繋がっている。 

・ 津幡町管内の施設での事案は、すべて誘導は行われているが、施設の建築設計上で施

設の入口から傷病者が居る場合まで遠い場合があり、現場到着から患者接触までの時間

短縮は不可能である。施設職員の情報共有という点では、通報者が傷病者のそばからの
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通報ではなく又聞きという場合もあることから、通信指令員が傷病者のそばからの通報

を指導し対策をとっている。また、蘇生に関してＤＮＡＲ（蘇生拒否）指示が明確では

なく、過去に医療機関と家族間でトラブルが起こった事案もあったことから、規模の大

きい施設には蘇生の有無を明確にするよう指導した。しかし、グループホーム等規模の

小さい施設では未だに施設内で情報共有がなされていない施設もあるので、県や市町村

から施設入所者の蘇生に関するプロトコル等を構築し、高齢者施設に対し指導する必要

があると思われる。 

・ 平成２３年度から老人福祉施設を中心に延べ７５施設で実際に１１９番をかける救急

通報訓練を実施し施設の通報マニュアルの作成に取り組みました。傷病者発見から通報

要領、救命処置要領及び救急隊誘導方法等を日中、夜間を想定し実施しています。救命

講習を併用し実施することもあります。しかし職員全員が参加できる施設は限られてお

り全員に訓練実施することは困難であります。また職員の入れ替わりが激しい施設もあ

り、全体に緊急通報要領が浸透するのは難しい面があります。施設内での情報共有の必

要性を感じます。「誘導人が現場と状況を把握しておらず発生階を間違えて誘導した」

「フロア単独の対応で施設全体が事故発生を認知しておらず別の階で現場を訪ねても分

からなかった」「職員が複数いても状況把握している者がその場にいない」等のケース

があります。通報訓練を実施した施設でも参加者からの伝達が無く全職員に浸透して

おらず、介護職員の個々のスキルに問題があって訓練が生かされていないこともありま

す。 

・ 介護施設に対する救急通報、誘導、応急手当訓練 として、①救急隊が介護施設に出

向し救急訓練を実施、②訓練内容は、介護施設で心肺停止傷病者が発生し介護施設から

の通報、AED、CPR の使用訓練後、救急隊が到着し、引き継ぎ要領や特定行為、病院選

定など実際の救急活動に沿った訓練を行っている。その後、施設職員と意見交換をおこ

ない早期通報の重要性や誘導に関する依頼をお願いしているところである。訓練は施設

側との日程調整が困難で隔年、または中止となることも多い。消防側より介護施設に対

し 独自に作成した福祉施設傷病者情報記録表への記載協力依頼をおこなっており、事

前に入居者情報を管理する施設もあり有効に活用されている。介護施設は階別、ユニッ

トで介護業務をおこなっているので、介護施設全体としての情報共有としては効果が低

い。しかし通信指令員から AED の使用を促す口頭指導を行うと施設全体に事案発生が

伝わり bystander の人数が増える傾向がある と感じる。 

・ 介護施設やスポーツ団体、スポーツ施設における普通救命講習や各地区の自主防災訓

練に合わせた救急講習会等で１１９番通報シミュレーションや救急事案を想定した応急

手当シミュレーションを行ったことがある。（実施団体の依頼や指導員による訓練内容

で違い有り）ただ応急手当を習得するだけでなく、緊急時の役割分担を各施設、団体で

明確にしていただき、通報係、応急手当係、救急隊誘導係、進入路・退出路の確保係、
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情報提供等の重要性を再確認していただいた。実際の現場では慌ててしまい、うまく機

能できないと思われるが、少しでもこのような訓練の場を提供し継続して行くことが、

救命の連鎖の第一歩となって行くことを強く願って行きたい。 

・ 救急通報訓練は、これまで普通救命講習や短時間の救急講習会などで要望があれば、

携帯電話等により１１９番通報の訓練を実施してきた。時間も限られていることから１、

２名が救急講習会では限度である。他の受講生（住民）がわかるようにスピーカー状態

にして、実際に通信指令員の声（質問内容等）を講習会場に流れるように工夫して行っ

ている。また、自衛消防訓練では、自力避難困難者に対する避難介助方法の指導や避難

誘導にかかった時間を計測し検証するよう指導している。社会福祉施設等は夜間の防火

管理体制マニュアル（火災時の通報、避難誘導訓練）が法的に義務化されているが、救

急活動における通報、誘導訓練等は義務もなく、これまでの実施実績も皆無である。救

急要請を行う頻度が高い社会福祉施設等では、火災同様に救急通報、救急車・救急隊誘

導、情報提供訓練や蘇生連携訓練等が実施されれば、より良い救急隊との連携活動が見

込まれ、救命率の向上に繋がると思われる。社会福祉施設では救急講習会等を利用して、

協力医療機関との連携体制、入所者情報、終末期介護における延命処置の実施の可否等、

救急要請時には傷病者情報を提供する旨を依頼したことにより、現在では情報提供は速

やかに行われる施設が多くなっている。しかし、夜間では限られた勤務人数で様々な対

応を求められているため、慌てている光景をよく目にする。中には入所者台帳を探して

いる事例もあり、その後の救命処置や搬送先医療機関の決定に時間を要することがある。

救急救命活動は一刻を争うことから、入所者情報を円滑に引き継ぎ、早期に入所者の病

態に適応した医療機関を決定し搬送する必要があるため、職員間での情報共有が必須で

あると考える。また、施設内におけるＣＰＡ症例では玄関ホールまで、傷病者に応急処

置を実施しながら療養ベッドで移動し、救急隊との速やかな連携が図られるような工夫

をされている施設もある。 

・ 施設には あらかじめ救急隊が必要である情報や直前の状態を記入してもらう用紙を

配布 しており、記入することでわずかではあるが職員間の共有が図られている施設も

見受けられる。施設によっては正面玄関からでは居室が遠い場所もあるので通報時に、

居室に近い玄関を伝えてもらうよう施設への避難訓練や救命講習会等でお願いしている。

夜間では人員に限りがあり、誘導がいない場合もあることから、通報時に施設内のどの

場所にいるのかを特定する必要があると考えます。その際、指令員も平面図等で確認す

る ことで特定しやすく、救急隊への指令もスムーズにでき、かりに誘導員がいなくて

も接触までの遅延の軽減になると考えます。 

・ 施設が大型化するほど救急隊接触時間は職員の誘導に大きく左右されるが、当市では

大型施設の消防訓練時に救急事案に対する通報・誘導訓練の必要性を説き、当日若しく

は後日に訓練を実施する様促すことがある。大半の施設では「今後の機会に」とかわさ
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れ後日も機会が与えられないが、即日管理者の指示により訓練が行われた例もある。救

命講習を定期的に行っている大型入浴施設において、打合せなしで脱衣場に訓練人形を

設置し利用客役の消防職員が大声で「突然人が倒れた。誰か来て！」と叫ぶところから

始まる訓練を行ったところ、発見者の大声で２名の職員が駆けつけ、１名は応急手当を

開始しもう１名はフロントに向い「人が倒れています。意識が無いようです。１１９番

通報をお願いします」とのみフロント職員に伝えて現場に戻ることとなった。連絡を受

けたフロント職員は「人が倒れて意識もないようなので救急車を呼んでください」と１

１９番通報を行なったが、指令員は傷病者の詳細が不明であることから、傷病者の現在

の状態の聴取と口頭指導を試み通報者に対し「救急車の誘導員を確保した後回線を切断

し、傷病者のそばから１１９番の再通報をしてください」と指示したところ、現場から

の再通報はあったが、救急車到着時間になっても誘導員を立てられなくなった例がある。

宿泊施設でも同様に客室からフロントへ「父が汗びっしょりで様子がおかしいです。救

急車をお願いします」と連絡し訓練を行ったところ、その施設で年功を重ねている３名

のグループ（救命講習の受講からは５年以上経過している）の場合、１名は１１９番通

報後に玄関から現場まで救急隊の誘導を行ない、２名は現場に向かい傷病者の側からの

再通報と処置をする職員に分かれるといった無駄のない行動をしたが、新規採用の３名

のグループ（消防での救命講習受講歴もなし）の場合は、１１９番通報の遅れだけでは

なく現場に到着した職員も汗を拭う程度しか行えず、大型入浴施設の訓練と同様に通報

者に対し再通報を促した結果、誘導員もいなくなった。 誘導員と再通報に関しては、

救命講習時にあまり意識付けされないため、定期的に講習を行っている入浴施設も講習

を受けたことがない宿泊施設の職員も突然の対応を求められた場合大きな変化がみられ

なかったが、訓練終了後に検討会を行い以下の３点を助言することで、消防の口頭指導

により通報後の“確実な救急隊の誘導及び応急手当の実施”と見違える変化が確認でき

た。①１１９番通報は必要時直ぐにおこなうこと。②傷病者のもとに駆け付ける際は携

帯電話を持参又は、内線電話の存在を意識すること。③傷病者に接触したら傷病者のそ

ばから１１９番通報すること。 

・ 接触までの時間短縮のため、救急事案に対する通報・誘導訓練は必要と考える。現在、

七尾鹿島消防本部では先着する指揮隊や消防隊がいた場合、車両誘導や救急隊現場活動

中に救急車の方向転換を行うなどの活動を行っている。これは接触や現場出発時間の短

縮につながっている。しかし、介護施設や公共施設の職員が少ない時間帯などでは接触

が遅延しているのが現状である。特に介護福祉施設などは怪我や病気、人の死に対して

まである意味で慣れてしまっており、救急車を呼ぶことへの抵抗や危機感も少ないよう

に感じる。実際に通報履歴を聞くと、まるでタクシーを呼んでいるかのような話し方を

する職員もいる。施設の職員で「救急隊が来ると安心する。」と話している人がいたが、

これは協力してくれる仲間が来てくれたということではなく、自分たちの責任から解放

されたというところから来るものが大きいのではないかと感じる。このような方々の意
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識を改革し、通報・誘導訓練を行うことで、接触時間の短縮も含めた救命率の向上に繋

げることが出来ると考えられる。 当消防本部では、現在のところ地震や火災に対する

避難・通報・誘導訓練はよく行われているが、救急事案に対しての訓練実績はない。実

際に当消防本部管内の温泉施設では、以前はフロントからの又聞き通報のため、状況不

明のまま救急出動することがほとんどであった。そこで直近の消防署が温泉施設で訓練

や査察を行う際に、現場からの通報を行うよう指導 した結果、現場から直に通報する

ことが増えてきている。このような施設はサービス業の意識がより強く、「人のために」

というような教育も徹底されているため、こちらの思いが浸透しやすいと考えられる。

このような意識改革を介護福祉施設の職員にも行ってもらうことで、情報共有は出来て

くると考えられる。 

・ グループホーム等の高齢者施設において、夜間はほとんどの施設が２名程度の勤務体

制となっており、また、救急車要請時にも、施錠されたまま案内人もいないという状況

が大半である。施設職員間においても「緊急」であるということ以外の情報共有がなく、

当然ながら、各々が傷病者の家族への連絡や他の入所者の世話のため傷病者の側に居な

いことや夜勤職員が傷病者の氏名以外は何も知らないということも見受けられた。これ

らの施設においては、職員間での傷病者情報（発症状況、病歴、かかりつけ医、服薬内

容等）の共有は期待できず、重症度に関係なく救急活動に大きな支障となることから高

齢者施設用の「救急情報用紙」を作成し新規入所時や入所者情報に変更があった場合

には必ず記載（更新）するよう、管内高齢者施設へ配付し、必要に応じて管内における

グループホーム協議会等の会議の場に出向し「情報用紙」の活用について説明、協力を

依頼している。また、施設の消防訓練や救急講習会などにおいても事前の役割分担や

通報者、バイスタンダーとなる職員毎に救急隊到着までに各々がすべき対応について指

導している。 
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（２）現場活動時間（接触～現場出発） 

 

現場活動時間には消防本部間で大きな差が見られた。発生場所は現場活動時間に影響を

与えていなかった。 
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器具による気道確保の試み・気管挿管の実施ならびに静脈路確保の試み・アドレナリン

投与は、現場活動時間を大きく延長した。 

（３）患者接触～気道確保完了時間・患者接触～静脈路確保完了時間 

現場活動時間の延長には、特定行為としての気道確保や静脈路確保の実施が関与してい

ることが明らかになったので、患者接触～気道確保完了時間に影響を与える因子を検討し

た。 

 

患者接触～気道確保完了時間は、PA 連携・4 人乗車など現場活動に関わる隊員の人数の

増加により大きく短縮可能であった。 
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患者接触～静脈路確保完了時間も、PA 連携・4 人乗車など現場活動に関わる隊員の人数

の増加により大きく短縮可能であった。 

現場活動時間の延長には、１）病態判断の遅延、２）訓練・経験不足、３）無為な時間

の消費（時間のみを消費する活動）など、救急隊の活動の質も関係していることが、消防

本部内検証から明らかになった。 

このような結果から、石川県 MC 協議会では迅速な特定行為の実施と現場活動時間の短

縮のために、器具による気道確保の実施の有無にかかわらず、静脈路確保を 6 分以内に完

了できない場合には、現場離脱を優先するようプロトコルの改訂し、2016 年 4 月から運

用開始した。 

各消防本部で運用後の変化に関する検討結果を以下に示す。 

・ まず、静脈路確保までにかかる時間を左右させる因子として、当本部では救命士の同

乗人数、連携隊を含めたマンパワーに署所格差がある。静脈路確保実施が、高質なＣＰ

Ｒ実施下である事を前提とすると、救命士が１名での出場の場合には気道確保実施後ま

たは気道トラブル改善後の静脈路確保となる。よって、気道確保のみを現場で実施し、

搬送中に静脈路確保、薬剤投与を行う活動が増えた。当本部のＣＰＡに対する今年度の

静脈路確保完了までに要した時間の平均は、１０分１０秒であり、昨年度は平均７分４

０秒であった。これは１回目の穿刺が搬送中に実施される事に加えて、１回目が失敗し

た場合に２回目の穿刺や別の救命士が穿刺するタイミングが搬送中の実施となっている

事が遅延の原因と考えられる。また、静脈路確保成功率が低い救命士が静脈路確保完了

までに時間を要しているという仮説を立てたが、因果関係は無い事が確認できた。次に
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救命士が１名乗車と２名乗車とでの静脈路確保完了までの時間を比較すると、１名時：

平均１０分３６秒、２名時：７分３０秒の差を認めた。これは、上記にも述べたが、１

回目の穿刺を搬送中に実施するといった活動のほとんどが、救命士１名時である。当本

部でのマンパワーの署所格差については、支援隊として出動する救助隊が特定の署に配

置されている救助隊であるため、同署から出場する救急隊には支援隊も同時に現着し、

傷病者接触時から救急隊（３名）+救助隊（３名）での活動となる。一方、救助隊が配

置されている署から遠距離であればあるほど、救助隊の現場到着時間は長くなるため救

急隊３名での活動時間が長くなる。（管内で支援隊が５分以内に現場到着できる地区は

全体の約５０％のエリア）同本部内においてもこれだけの署所格差があり、県内全域で

みれば更に大きな本部格差が生じているのが現状である。日頃の訓練においては６分以

内の静脈路確保を目標に取り組んでいるが、一部の救命士では時間ばかりを優先し、病

態に関わらず安易に薬剤投与 は搬送中に実施するといった判断がされてしまっている

のも事実である。６分以内という制限が現場での静脈路確保を、安易に諦めさせる方向

に働いている可能性が危惧される。 

・ 救急隊の本来の目的は傷病者の悪化防止及び適切な医療機関の搬送である。特に重症

傷病者に対する現場活動時間の短縮は、その目的達成には重要である。傷病者にとって

何が大切かを常に考えながら現場活動を行わなければならない。CPA傷病者に対しては

早期に心肺蘇生法を実施することは勿論であるが、器具による気道確保（以下、LTS 等

という）及び早期のアドレナリン投与は酸素化及び循環の改善に繋がり、社会復帰に向

けて重要である。現場の優先順は BVM 換気が可能で気道が確保されているならば、直ち

に静脈路確保を行い、アドレナリン投与を施し、循環の回復を図らなければならない。

そこで平成 28年 1月改訂の石川県救急活動プロトコル（心肺機能停止）では「静脈路

確保及び器具による気道確保は、傷病者に接してから概ね６分以内を目標に処置を完了

させるものとし、実施困難な場合は現場出発を優先すること」と明文化された。救急現

場は様々な環境があり、特定行為を「いつ」「どこで」行うかの判断が重要である。こ

のことはまず「活動人員」が影響する。現場ではストレッチャー及び携行資器材の搬送、

特定行為の準備、家族からの事情聴取、搬出経路の確保、使用資器材の車内収容、傷病

者搬送、家族への配慮、これらについて瞬時に判断が求められ、同時に複数の行動が求

められことが多い。ＰＡ連携等で活動人員の増員が図れれば、前記の「６分以内を目標」

の達成のためには隊長は医師への指示要請・情報収集に専念でき、特定行為施行者も処

置に専念できるため、早期の特定行為施行に繋がる。これを３名で行うには相応の熟練

したチームワークが求められる。常時、全ての救急隊全員に十分な技量があり、チーム

ワークが備わっているならば「６分以内を目標」は可能かもしれない。しかしながら、

現場判断には個々の救急救命士の経験・技術が左右し、隊の技量の格差が生じているの

が現状である。この技量の格差を埋めるのがまず 救急隊の「意識」を変えること であ

る。従来の救急活動は隊長が指揮・観察・判断を委ねられているため、全て隊長自らが
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行うことが多く、隊長の技量が隊の技量として評価されていた。「６分以内を目標」の

ためには「隊長の技量向上」を目指すのではなく、「隊員間の連携向上」を目指さなけ

ればならない。そのポイントは「事前準備」と「役割分担」・「情報の共有化」である。

出動途上のルート作成、バッグマスク・特定行為・喉頭鏡準備、任務分担確認、早期の

家族への説明（以下、ICという）と同意、指示要請、現場離脱準備が迅速かつ確実行

える様に訓練することが重要である。この場合、隊員間でアイコンタクト等を活用し、

お互いの声が重ならないようタイミング良く情報を伝えなければならない。継続した情

報の共有化は、傷病者の病態の判断には不可欠で、容体変化を見逃さないよう、繰り返

し行う必要がある。バイタルサインが不安定な場合は、身体所見とモニタリングを複数

の隊員で評価し、共有し、容体悪化に備える。静脈路確保セットは各人がウエストバッ

グに収納し、いつでも施行する準備も必要である。日頃から、資器材・隊員配置から決

めておく。現場処置を行うために十分かつ安全な場所への移動や、迅速な現場離脱には

ターポリン担架移乗のタイミングも決めておく。複数の認定救急救命士が搭乗ならば、

医師への指示要請中に静脈路確保準備が整い、医師の指示後、直ちに穿刺は可能である。

隊員は ICと並行し、処置準備が行えるように訓練を繰り返す。救急隊に求められるの

は、言葉、行動、判断を並行し行える技量である。次の行動や病態変化を予測しながら

訓練し、素早い対応ができるよう訓練する。場合により、現場での特定行為を断念し、

早期車内収容・搬送を考慮しなければならない状況もある。このこともプロトコルで明

文化されており、現場滞在時間短縮に心掛ける。特定行為を「６分以内を目標」に完了

するには、個々の手技向上を図ることも重要である。特に静脈路確保は、１回の穿刺で

成功させることがポイントである。２回の穿刺では薬剤投与が遅れ、現場滞在時間も遷

延する。そのためには穿刺出来る静脈の選択と手技向上が重要である。「血管走行を解

剖学的に理解し選択」「カウンタートラクション」「適切な留置針穿刺手技」「接続・固

定」が手際よく出来るように意識を置き、早期の静脈路確保・薬剤投与を目的として訓

練を行わなければならない。２名搭乗ならば同時に器具による気道確保の施行も考慮す

るが、BVM換気が可能ならば現場での施行にこだわらず、搬送中の実施を考慮する。 

以上から何が傷病者にとって大切か？搬送優先か？現場処置優先か？を判断し、訓練を

することが大切である。なお 、訓練は複数の隊と共同で OSCE（客観的臨床能力試験）を

行い、お互いがフィードバック（出来ていたこと、出来ていなかったことの振り返りと検

討）をして、質の向上に努めなければならない。 

救急隊の静脈路確保完了時について、プロトコルに６分以内実施が記載されていない平

成 27 年中のデータと６分以内実施が記載された平成 28 年中のデータを比較してみた。結

果は表のとおりである。 
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表  CPA傷病者における接触から静脈路確保完了時間の比較 
    期 間 静脈路確保 

全成功件数 
う ち ６ 分 以 内 の 成 功 件 数

（率） 
平成 27年１月～12月 174件 62件（35.6％） 
平成 28年１月～12月 192件 98件（51.0％） 

 
救急救命士が CPA 傷病者に対し、平成 27 年中に静脈路確保が６分以内に完了したの

は 62 件（174 件中）で 35.6％、平成 28 年中に静脈路確保が６分以内に完了したのは 98

件（174件中）51.0％で、15.4％の向上がみられた結果であった。 

「静脈路確保までの時間を６分に制限したこと」で、隊員の全てが早期の静脈路確保に

向けて、一層の意識が向上したと感じている。 

今後も訓練及び研究を重ね、早期の静脈路確保の成功率を高めなければならない。 

 

・ 静脈路確保までの時間を６分に制限したことにより、救急隊員の意識の持ち方に加え

特に救命士は個人の判断力が向上してきていると思われる。現場状況に応じて現場で特

定行為を行うのか車内収容を優先し搬送途上で特定行為を行うのかという判断力がつい

ている。平成２７年の現場滞在時間の平均は１３分４４秒、平成２８年では１２分２５

秒で１分１９秒短縮されており、この結果を見ても現場状況を判断し特定行為が少し遅

れても早期に病院へ向かう活動ができているが、傷病者接触から静脈路確保までの時間

は、平成２７年平均は１０分３９秒、平成２８年では１１分２４秒で４５秒遅延してい

る。しかし、傷病者接触から薬剤投与までの時間は、平成２７年平均は１３分２５秒、

平成２８年では１３分２６秒でそれほど差が生じていない。これについては検証検討会

で説明し静脈路確保完了から薬剤投与までを早期に実施するよう指導したこと及び薬剤

投与における指示がオンラインからオフラインに変更されたことで、静脈路確保から薬

剤投与までの時間が短縮されたと思われます。救命士間格差は、ＣＰＡ事案は静脈路確

保の技術に格差があることから、ＭＣ協議会主催の静脈路確保研修に技術不足の救命士

を参加させて技術向上を図っている。また、通常の救急業務でも心電図評価に個人の格

差があり、これについても金沢医科大学病院で開催されている心電図セミナーに参加し

知識向上を図っている。 
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・ Ｈ２６年 

静脈路確保実施件数９２件、成功率 50.0％（４６件）、内６分以内 28.2％（１３件） 

  Ｈ２７年 

静脈路確保実施件数９９件、成功率 65.6％（６５件）、内６分以内 49.2％（３２件） 

  Ｈ２８年 

静脈路確保実施件数９２件、成功率 78.2％（７２件）、内６分以内 61.1％（４４件） 

 

  上記通り、年々成功率と共に実施スピードも向上しています。特に若い救命士の静脈

路成功率が上昇していると感じています。一昨年から行っている消防学校での静脈路確

保研修を契機に成功率が上がりました。更に早く処置を行うということを意識できるよ

うになったと思います。また毎年の小松市民病院での救命士生涯研修では実際の患者さ

んに静脈路確保を実施できる唯一の機会であるため、積極的に静脈路確保を行うように

各救命士に指示しています。救急外来の看護師さんからも理解を得て貴重なアドバイス

を頂いております。消防隊との連携においても静脈路確保の手技を理解させ、その手技

の補助を含めた連携訓練を実施し時間短縮に取り組んでいます。 

・ 石川県プロトコルにおいて平成 28 年 1 月より CPA 事案における現場での静脈路確保

完了を「概ね 6 分以内を目標に処置を完了」との追記されたことによる当消防本部での

現場滞在時間及び静脈路確保完了までの平均値を割り出し調査した結果によれば、前年

の平成 27 年においては接触から静脈路確保を終え、車内収容にまで至った時間は 10 分

22 秒であったのに対し、平成 28 年においては 9 分 30 秒と 52 秒の短縮が見られ、また

静脈路確保完了についても 9 分 16 秒から 8 分 16 秒と約 1 分の短縮が確認できた。この

ような結果に至るまで当消防本部内では以前から取り組んでいる、技術伝承、情報の共

有を目的とした全救急救命士が閲覧可能な共有フォルダーを利用し、6 分以内で処置が

完了している推奨活動プランを紹介するなど、各署の格差や救命士間の格差をなくそう

とした結果と推測され、その後各隊の CPA 事案を見ても推奨された活動を参考にした活

動が見受けられ、また更に各署創意工夫しさらなる時間短縮を図れた活動等を紹介する

など良い循環が生まれてきている。訓練においても静脈路確保手技の技術向上を目的に

若手救命士を中心に、県消防学校へ研修派遣、または消防本部に医師や看護師を招き、

静脈路確保についてコツや穿刺部位の検索方法等の実技研修等を開催し、自己研鑽に努

めている。 

・ 特定行為完了時間を６分と設定したプロトコル改訂により、救急現場で求められる活

動時間（現場滞在時間）の短縮への意識は救急隊に浸透してきたと感じられる。指令内

容から特定行為実施の必要性が感じられる出動においては、活動人員確保の為の PA 連

携要請が積極的に行われ、ポンプ隊においても PA 連携出動による救命活動という意識

が徐々に浸透してきたことにより、CPA 指令による救急隊の出動に併せて、ポンプ隊も
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すみやかに出動できる出動準備がとられている。救急現場において、活動上、マンパワ

ーの確保は必須であり、その中で活動救命士の数により特定行為開始までの時間に差が

あることは感じられるが、PA 連携訓練等により有効な情報収集能力の習得や、特定行

為の補助を習得すれば、時間の短縮に繋がると考えられる。対象となる経験症例数は、

各消防本部間による出動件数の大小から、救命士一人当たりの経験格差があるのではな

いかと考えられ、救急隊長経験年数の少ない救命士等においては、やはり病態の判断等

に時間を要す傾向があり、特定行為実施までに時間を要していると考える。 

  重症度及び緊急度の高い傷病者においては、病態の見極め、特定行為の必要性の有無

や実施場所の選定をすみやかに判断する必要が有ることから、相応の経験数が必要と思

われる。また、救命士判断により実施が必要とした症例においても、現場滞在時間を延

長する活動では、傷病者に対する早期医療介入が困難となり予後への影響が避けられな

いことから、早期搬送判断を含めた選択肢の充実 、症例の検証が必要と思われる。 

・ 当消防本部は兼務の救急隊ではあるが、６分ルール導入については、救急隊員、消防

隊員ともに認識は高くなっている。出動途上はＣＰＡ疑いの全症例で静脈路確保の輸液

回路を作成している。訓練については、救急救命士は静脈路確保手技の向上に努め、救

急隊員は、ライン作成、静脈路確保の補助の訓練に努めている。しかし、６分を超える

症例が未だに多く、特に救急救命士が一人乗車での気道確保優先時に見られ、また、当

消防本部は、高齢者のＣＰＡ症例の割合が多いため、厚着の傷病者が多く衣服の裁断に

時間を要し、穿刺静脈の選定や処置が慎重になり、時間が遅延していると思われる。指

示要請までの時間が遅延傾向であったため、現在はＣＰＡ症例については２台の携帯電

話を活用し、早期の指示要請をとれるように努めている。今後の課題としては、静脈路

確保に特化した毎日訓練（１０分間トレーニング）の実施回数を増やし手技の向上を目

指すとともに救急隊及びポンプ隊との任務分担を再度検証し、更に時間短縮を図ってい

きたい。 

・ 現場では早期に状態の把握に努め病態によってはさらに、早期離脱に向けての活動を

強く意識しているように考えます。特定行為の実施にとらわれ過ぎて滞在時間が長くな

る症例も見受けられたが、静脈路確保までではあるが時間が制限されたことで、現場で

の活動方針の切り替えポイントとなり、早期搬送へとスムーズに移行できるようになっ

たと考えます。時間が制限されたことで、今まで以上に救急隊全体での活動が不可欠と

なり、隊員間での情報の共有や、連携等を更に意識した訓練が実施されていると考えま

す。また、こうした訓練を重ねることで救命士だけではなく、救急隊員のスキルもあが

り、救急隊員が出来る手技の向上で換気の管理等を任せることができる隊員もでてきて

いる。達成状況としては、隊全体が早期離脱に向けて意識し活動しており静脈路確保、

薬剤投与及び現場滞在時間の短縮は図られていると考えています。３名乗車やＡトラブ

ル等が重なる場合に、一部６分を超えてしまう症例も見受けられる。出動の際に支援隊
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の同時出動や、自動心マ等を活用した活動が必要と考えます。 

・ 救急隊の意識 

① 現場滞在時間を意識する様になった。 

② 状況によっては、搬送優先を考慮する様になった。 

③ マンパワーと 2名救命士の搭乗の必要性を感じた。 

④ PA連携訓練の必要性を感じた。 

⑤ 更なる救急訓練の必要性を感じた。 

⑥ 救急搬送中の処置の重要性を再認識した。 

⑦ 現場処置遅延の検証や対策を十分に実施する様になった。 

  訓練状況 

① 6分の時間を意識している。 

② 各自の動き及び情報共有の重要性を意識している。 

  達成状況 

① 薬剤投与実施率 

     ２０１６年 ６５％ 心肺停止例９０件 中 ５９件 

（初回投与場所 現場４１件 車内１８件） 

② 薬剤投与時間（A隊接触から初回薬剤投与） 

     ２０１６年 １０分１２秒（５９件平均） 

     現場での初回薬剤投与時平均 ６分５７秒（４１件） 

     車内収容後の初回薬剤投与時平均 １７分３８秒（１８件） 

③ 薬剤投与を行った５９例の平均現場滞在時間（A隊接触から現場離脱） 

     ２０１６年 ９分０３秒 

・ 救急隊の意識については劇的に変化したと考えられる。以前の時間的縛りが曖昧な時

は、「現場出発まで１５分以内を目標」と考えており現場での処置が原則との認識が強

く、どのような病態の傷病者であっても基本的に現場で処置を行う隊がほとんどであっ

た。しかし、１つの特定行為完了時間を 6 分以内に制限したことで、自隊の活動人数や

スキル、傷病者の状態を考慮し処置の優先順位や実施場所を判断する傾向がみられるよ

うになった。 

例えば、活動人数 3 名で目撃が無い初期心電図心静止の傷病者であっても、これまで

は処置に固執し現場滞在時間だけが伸びている症例が多くみられたが、現在では同じ状

況下で現場離脱を優先するようになっている。結果、病院到着時間が短縮し高度な救命

処置がより早く実施できていると考えられる。さらに、現場で処置をしていないにも関
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わらず、無駄な時間をかけてはいけないとの考えから、各隊が以前にも増して訓練や工

夫を行うようになった。本部内２次検証でも、時間因子に対する評価がより厳しくなっ

ている。もちろん、活動人数や傷病者の状況によっては処置を優先することも行ってお

り、やみ雲に搬送するといった状態にもなっていない。以上のことより、制限時間を設

けたことによる効果は一定以上あったと考えられる。 

・ 特定行為の時間制限により、迅速な状況聴取からの情報共有、活動方針の決定、隊員

間の意思疎通の徹底をＣＰＡ事案のみならず、通常の一般救急事案においても全員が強

く意識して活動するようになった。また、資器材の配置や隊員の位置など、訓練を通し

て検討することにより、隊としての型を構築し、現場に臨むようになった。これは救急

隊のみならず支援隊として現場出場する消防隊にもいえることであり、これまでほぼ救

急隊のみで実施していた救急訓練にも消防隊が積極的に参加するようになり、ＰＡ連携

で出動するひとつの隊として、全員がより迅速な特定行為の実施、現場離脱を目指すよ

うになった。訓練についても、救急隊のみで実施する基本手技や病態判断のための各種

シミュレーションだけでなく、消防隊を交え、人形ではなく生体を用いての階段移動や

狭隘な通路での搬送方法の検証等、より実践的な訓練を追加して実施するようになっ

た。全員で現場滞在時間の短縮に努めていることから、時間制限前と比べ、活動全般に

おける迅速性の向上に至っていると思われる。 
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