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第１章 諮問事項等 

    本会に対して、平成２２年８月３日に諮問された事項等は次のとお

りである。  

 第１ 諮問事項 

    「１１９番救急要請時における救急相談センター等との連携及びそ

のための社会的コンセンサスの形成はいかにあるべきか」  

 第２ 諮問の背景 

    第２６期東京消防庁救急業務懇話会答申において、各段階（１１９

番通報前、１１９番通報時、救急現場、医療機関）におけるトリアー

ジの必要性が提言され、平成１９年から救急相談による通報前トリア

ージ及び救急搬送トリアージが実施されている。また、院内トリアー

ジについても、東京ルールの開始などにより順次推進が図られている

ところである。  

    現在、救急要請に係る１１９番通報時については、全件救急出場を

前提とした運用を行っているところであるが、１１９番通報の中には、

救急要請としての緊急性に疑問を抱かせるような通報も混在すると

指摘されている。そのため、明らかに緊急性がない事案を選別し、よ

り緊急度及び重症度の高い傷病者に対し救急隊を出場させる効率的

な救急業務を推進していくことが必要である。  

    一方、都民からの傷病や緊急性の判断に関する相談を受けている救

急相談センターは、開設以来３年が経過した。この間、医学的な判断

基準に基づく救急相談の件数は増加傾向にあり、都民の不安解消や潜

在的な重症者の救護など、都民生活の安全に大きく寄与している。  

    このことから、１１９番救急要請時において、救急相談センターと

連携してトリアージを行う体制の構築並びにそのための救急相談セ

ンター等の質的及び量的な充実など、都民のコンセンサスを形成する

必要性及び方策について諮問するものである。  

 第３ 審議経過 

    上記の諮問事項について、次頁表１のとおり、計５回の審議を行っ

た。  

  

  

－1－



 

表１ 第３０期東京消防庁救急業務懇話会審議経過  

開催年月日  審 議 事 項 等  

平成２２年  

８月３日  

東京消防庁救急業務懇話会 第１回会合  

委員互選により山本会長を選出後、消防総監から会長に諮

問  

①諮問事項及び諮問の背景について  

②救急活動及び東京消防庁救急相談センターの現況につい

て  

③１１９番通報時の振り分けに係る課題等の整理について  

平成２２年  

１０月７日  

東京消防庁救急業務懇話会 第２回会合  

①１１９番通報時における救急要請事案等の調査結果につ

いて  

②１１９番通報受付時における救急相談センターとの連携

方策について  

③救急相談センター等の今後の体制について  

平成２２年  

１２月１７日  

東京消防庁救急業務懇話会 第３回会合  

①救急相談センターと民間救急コールセンターとの連携に

ついて  

②社会的コンセンサスを得るための方策について  

③第３０期東京消防庁救急業務懇話会答申（骨格案）につ

いて  

平成２３年  

２月２３日  

東京消防庁救急業務懇話会 第４回会合  

第３０期東京消防庁救急業務懇話会答申（案）について  

平成２３年  

３月２２日  

東京消防庁救急業務懇話会 第５回会合（書面会議）  

第３０期東京消防庁救急業務懇話会答申について  
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第２章 消防機関が担う救急業務の位置づけと役割について  

 第１ 消防機関が担う救急業務の位置づけ 

  １ 法令根拠と現況（参考資料１参照） 

    救急業務の定義として、消防法第２条第９項では、「救急業務とは、

（中略）医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるもの」と

定められている。ここでは、消防機関が行う救急業務の対象者の要件

として、緊急性が求められているが、いかなる状態にある者が該当す

るのか、その判断はいかにあるべきかについては、法令上、根拠とな

るものはない。それゆえ、東京消防庁においては、現行、１１９番通

報により救急要請があったものは、全て救急業務の対象、すなわち緊

急性があるものとして取り扱っているのが現況である。  

  ２ 最近の救急活動（図１参照） 

    東京消防庁の救急出場件数は、救急業務が法制化された昭和３８年

には約１０万２千件であったが、平成２２年（速報値）には７０万件

を超え、救急隊１隊あたりの出場件数も１，４８８件から３，０３４

件と倍増している。また、救急隊の出場から現場到着までの平均時間

は、平成２年には５分であったものが、平成２２年（速報値）には６

分４８秒となっており、２０年間で１分４８秒延びている。  

これらの状況により、本来の救急業務の対象である、緊急を要する

傷病者に対して適切に対応できないことが危惧されている。  

さらに、搬送された傷病者の初診時程度を見ると、軽症者の割合は

昭和３８年には約３０％であったが、平成２２年（速報値）には約５

５％となっている。初診時程度は、傷病者が医療機関に搬送され、医

師に診察された結果の重症度であるので、軽症者の全てが緊急性がな

かったとはいえないが、東京都医師会救急委員会の調査（「東京都の救

急医療の充実について」平成１７年３月２９日）によると、救急搬送

された軽症者のうち、医師の判断により、救急車による搬送が不適切

であったとされたものは３３．６％（ｎ＝９４０名）であった。  

また、東京都の救急告示医療機関は昭和６２年の５１５施設から減

尐傾向にあり、平成２２年には３２９施設（４月１日現在）となって

いる現状である。  
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  ３ 救急需要増大に対するこれまでの取組み  

    東京消防庁では、救急隊を計画的に増強してきたが、救急需要はそ

のペースを上回り増大してきたため、これまで様々な対策を実施して

きた。  

傷病者に対して迅速に対応するために、救急隊だけではなく、ポン

プ隊も救急隊の活動を支援するために出場させるＰＡ連携活動や、Ｇ

ＰＳを活用した効果的な部隊運用、各種広報媒体を活用した救急車の

適正利用についての啓発、民間の患者等搬送事業者の待機状況を一元

的に管理し案内する「東京民間救急コールセンター」の設置などであ

る。  

また、第２６期東京消防庁救急業務懇話会において、救急需要の実

態を踏まえ、緊急性を有する可能性が明らかにないと判断された場合

については、自力の受診を原則とするべきであり、そのために都民に

対し、具体的な緊急性の要件を示すことの必要性及び真に救急車を必

要とする都民へ的確に対応できるよう、救急活動の各段階（１１９番
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図１ 救急出場件数等の推移  
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通報前、１１９番通報時、救急現場、医療機関）においてトリアージ

制度を導入することの必要性が提言された。  

この結果、平成１９年６月に「東京消防庁救急相談センター」を開

設するとともに、平成２１年４月から「救急搬送トリアージ」を本格

運用している。  

  ４ 傷病者の緊急性の選別（トリアージ）について 

    救急隊も医療機関や医師及び看護師などの医療資源と同様、限られ

た社会資源である。需要と供給のバランスがある程度均衡しているな

らば、資源の使い方はさほど問題とはならないが、適切な使い方がな

されなければ資源は枯渇する。  

救急車の適正利用についての積極的な広報により、多くの善良な都

民はその主旨を理解していると思われるが、利用に際しての緊急性の

判断には限界がある。  

消防機関の役割として、救急業務の対象が緊急性のある傷病者であ

ることを明確にするため、都民に対して、緊急性の具体的な要件を示

し、救急業務の対象となるか否かについての判断の機会を提供してい

くことが必要である。  

    平常時の救急活動における判断の機会については、１１９番通報に

至る前の段階（１１９番通報前トリアージ）、１１９番通報を受信した

段階（１１９番通報時トリアージ）、救急隊が現場到着した段階（現着

時トリアージ）、病院に到着した段階（院内トリアージ）の４つの段階

が想定される。  

これまで、緊急度・重症度を判断した結果、緊急性がない、あるい

は低いものにも対応するためのトリアージとしては、１１９番通報前

トリアージについては、「東京消防庁救急相談センター」、現着時トリ

アージについては、「救急搬送トリアージ」により具現化が図られてき

た。また、院内トリアージについては、「救急医療の東京ルール」に基

づき、東京都内の救急医療機関では、「救急外来トリアージ」を導入し、

救急患者の緊急度や重症度に応じて救急医療の要否や診療の順番を決

めている。  

一方、１１９番通報時トリアージについては、緊急性が高いと思わ

れる通報に対しては、ＰＡ連携や救急ヘリ等を運用しているが、緊急

性が低いものについて、選別することなく、原則として救急隊を出場

させている。  

今後、１１９番受信時は、消防機関として救急車の利用の判断に際

して主体的に関わることができる段階であることから、トリアージを
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実施し、緊急性がないものへの対応を行う必要がある。  

第２ 東京消防庁救急相談センターの現状について  

  １ 東京消防庁救急相談センターの実績（図２参照）  

    東京消防庁救急相談センターは、都民が急病等の傷病程度に係る緊

急性の判断に迷う場合などにおいて、緊急受診の要否や応急手当等に

ついて医学的見地からの助言を行うとともに、診療可能な医療機関情

報等の提供を行っている。  

東京都医師会、救急医学に関する専門医、東京都福祉保健局、東京

消防庁の４者により「東京消防庁救急相談センター運営協議会」を設

置し、円滑かつ適切な運営体制を確保している。  

    開設以来の受付状況は、図３のとおりであり、事業の効果としては、

以下のものがあげられる。  

⑴   救急搬送人員に占める軽症割合が低減（図４参照）  

     救急相談センターが運用を開始してから４年間で、救急搬送人員

に占める軽症者の搬送割合が５．６ポイント低減し、中等症以上の

救急車利用割合が増加した。この要因は、高齢化の進展や救急車の

適正利用に関する広報などとともに、救急相談センターの導入が一

定の成果をあげていると考えられる。  
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東京消防庁救急相談セン ターの運営状況について

救急車により搬送

医療機関案内
救急相談センター業務内容イメージ（平成19年6月1日運用開始）

・ 症状に基づく、緊急性の有
無に関するアドバイス

・ 受診に関するアドバイス
・ 応急手当に関するアドバイス 福祉保健局等が開

設する窓口を案内

緊急性のない症状

緊急性のある症状

救急相談以外の相談病院に行ったほうがいいか教え

てほしい！

救急相談医
・相談業務における医学的判断
プロセスの監督と最終決定

東京消防庁救急相談センター運営協議会（平成19年3月設置）による運営体制の確保

医学的見地に基づく
「質」の確保の必要性

東京都の救急医療体制
の一端を担う業務として
の重要性

救急車を呼んだ方がいいのか

しら？

（社）東京都医師会 救急医学に関する専門医

東京都福祉保健局 東京消防庁

関係四者の協働による
「救急相談センター運営協議会」を設置

協議事項 ・救急相談の「質」の保障 ・運営体制全般 など

円滑かつ適切な運営体制を確保

救急相談通信員
・電話の受付
・医療機関の案内

救急相談看護師

・救急相談への対応

救急相談業務
都民の相談に対するアドバイス

内 容
・ 緊 急 性 の 判 断
・ 受 診 必 要 性 の 判 断
・ 応 急 手 当 指 導
・ 医 療 機 関 案 内

救急相談

東 京 消 防 庁

１ 受付件数の状況（速報値）

２ 主な救急相談上位１０例の内容（平成２２年上半期）

４ 時間帯別平均受付件数の状況（平成２２年上半期）
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救急相談件数受付件数 （祝日を除く）

救急相談件数
受付件数

３ 曜日別平均受付件数の状況（平成２２年上半期）

平成２２年中の受付状況（速報値） 救急相談・受付件数の推移（月別）

（平成19年6月1日から平成22年12月31日まで・平成22年中は速報値）

救急相談件数（折れ線グラフ）

受付件数（棒グラフ）
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救急相談件数受付件数

救急相談件数

受付件数

平日

受付総件数：292,876件

（802件／日）

医療機関案内：601件／日

救急相談：182件／日

№ 内容 件数 № 内容 件数

1 発熱（小児） 3,756 6 めまい・ふらつき 1,129 

2 頭部外傷（小児） 1,898 7 嘔吐・吐き気 1,033 

3 腹痛 1,652 8 発熱 966 

4 嘔吐・吐き気（小児） 1,516 9 異物誤飲 861 

5 頭痛 1,350 10 胸痛 701 

救急相談
66,750 
22.8%

医療機関

案内
219,459 
74.9%

かけ直

し依頼
4,527 
1.5%

その他
2,140 
0.7%

救急相談結果（複数カウント）（速報値）

項目 件数 割合※ 件数／日

救 急 要 請 8,147 15.4% 22.3 

医 療 機 関 案 内 35,810 67.6% 98.1 

か か り つ け 等 受 診 推 奨 15,647 29.6% 42.9 

口 頭 指 導 16,381 30.9% 44.9 

他 機 関 窓 口 案 内 756 1.4% 2.1 

看 護 師 へ の 医 師 助 言 24,583 46.4% 67.4 

医 師 直 接 対 応 455 0.9% 1.2 

※救急相談件数（66,750件）に対する割合

※上位１０例の合計件数で、全救急相談件数の約４４％を占める。

図 ２



（参考）

中等症以上

- - - - - - - - - - 686,801 626,543

- - - - - - - - - - 1881.6/日 1711.9/日

155,885 139,685 14,422 1,849 545 287 1,485 6 56,691 212,576 691,549 623,012

728.4/日 652.7/日 67.4/日 8.6/日 2.5/日 1.3/日 6.9/日 0.0/日 264.9/日 993.3/日 1894.7/日 1706.9/日

279,084 238,531 34,208 4,443 1,358 1,085 5,234 26 98,090 377,174 653,260 583,082

762.5/日 651.7/日 93.5/日 12.1/日 3.7/日 3.0/日 14.3/日 0.1/日 268.0/日 1030.5/日 1784.9/日 1593.1/日

313,908 251,599 52,940 6,251 2,179 1,262 8,093 14 121,827 435,735 655,631 581,358

860.0/日 689.3/日 145.0/日 17.1/日 6.0/日 3.5/日 22.2/日 0.0/日 333.8/日 1193.8/日 1796.2/日 1592.8/日

292,882 219,459 66,749 8,145 3,058 2,133 4,527 14 155,875 448,757 700,808 617,740

802.4/日 601.3/日 182.9/日 22.3/日 8.4/日 5.8/日 12.4/日 0.0/日 427.1/日 1229.5/日 1920.0/日 1692.4/日

1,041,759 849,274 168,319 20,688 7,140 4,767 19,339 60 432,483 1,474,242

795.2/日 648.3/日 128.5/日 15.8/日 5.5/日 3.6/日 14.8/日 0.0/日 330.1/日 1125.4/日

*かけ直し依頼：電話がつながり、救急相談を希望したが、看護師が全て相談中で対応できないことから、電話をかけ直すよう依頼したもの。

平成19年中
（平成19年6月1日
～１２月31日）

平成20年中

平成21年中

平成22年中

累計

54.9%

救急搬送人員に
占める
軽症割合

58.3%

56.7%

***着信件数＝総受付件数＋とりきれない電話件数

60.3%

59.8%

*かけ直し依頼 ***着信件数

**とりきれない電話（トラフィック）：機械的にカウントされた「着信件数」から「総受付件数」を減した件数(運用開始から平成21年7月までは指令室の案内台の機能を使用し機械的にカウントされた件数を計上した。平成21年8月から平成22年5月までは救急相談センター
移設に伴い機械的なカウントができなくなったことから直前3か月間（平成21年5月から7月まで）の比率から推計した件数とした。平成22年6月以降は現行の機器を使用開始し、再び自動集計可能となったことから機械的にカウントされた件数とした。）

平成22年中
（速報値）

期間

平成18年中

平成19年中

平成20年中

平成21年中

平成18年中

期間
**とりきれ
ない電話

救急出場件数 救急搬送人員総受付 医療機関案内 救急相談
相談前
救急要請

図３

東京消防庁救急相談センター運用開始からの受付状況等

その他救急要請
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   ⑵ 潜在的重症者を救護（図３・図５参照）  

     救急相談の結果、救急出場となった傷病者の約４０％が中等症以

上として緊急入院した。また、救急相談センターにかかってきた電

話のうち、意識や呼吸の状況等から相談前に救急出場させた件数が

２，１３３件あった。救急相談業務の実施により、真に救急車が必

要であったが、１１９番通報をためらっている潜在的重症者を救護

している。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑶ 東京都における救急医療体制の円滑化に寄与（不要不急の医療機

関利用の低減による、救急医療機関への患者集中の抑制効果）  

     夜間等に混雑する救急医療機関を受診するのではなく、正規診察

時間での自力受診を勧めた件数が約１万件であった。また、救急車

で病院に行くのではなく、自力受診を勧めた件数は約４万７千件で

あった。（平成２２年中）  

 以上のとおり、医療機関の適切な受診時期と方法をアドバイスす

ることにより、真に救急車を必要とする都民に対して、適切かつ効

果的に救急隊が対応できる体制を構築することのみならず、東京都

全体の救急医療体制の円滑化に寄与している。  

   ⑷ 急な病気やけがをした都民に安心を提供  

     開設以来、急な病気やけがをして不安な都民約１０４万人に対し

て救急相談業務を通して安心を提供した。   

 

軽症

4,710 

60.5%

中等症

2,753 

35.4%

重症

258 

3.3%

重篤

44 

0.6%

死亡

3 

0.0% 不明

11 

0.1%

軽症

中等症

重症

重篤

死亡

不明

Ｎ＝7,779

中等症以上

3,058件

（39.3%）

図５  救急相談の結果、救急搬送となった方の初診時程度別の比率  

（平成 22 年） 
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２ 都民向けプロトコールの必要性 

    救急相談業務の需要の増加とともに、トラフィック件数（相談者が

電話をしても通信員が取れなかった件数）は、平成２２年中、約１５

万５千件であり増加傾向となっている。また、現在、緊急性の判断に

迷う都民に対するアドバイスの方法が電話のみであることは、利便性

に欠ける。  

１１９通報前の段階において、症状に基づく緊急性を都民自ら判断

できる「都民向けプロトコール」を作成しパソコンや携帯電話並びに

冊子によって提供することにより、救急相談センターの混雑緩和が図

られるとともに緊急性の判断に際しての利便性の向上が図られる。  

また、緊急性を判断するための基準を公開することにより、救急需

要対策の最も重要な要素である、救急車の適正利用の推進方策がより

実効性のあるものとなる。  

このような背景から、現在、救急相談センター運営協議会において、

都民向けプロトコールの検討が進められており、より多くの都民に安

心が提供されることが期待される。  

 第３ 救急搬送トリアージの現状について 

  １ 救急搬送トリアージの実績 

    救急搬送トリアージは、救急隊が、救急現場において傷病者を観察

した結果、緊急性がないと判断された場合は、診療可能な近隣の医療

機関や東京消防庁救急相談センター、東京民間救急コールセンター等

を案内するなどして、自力の受診を促すものである。  

救急隊による医療機関への不搬送については、傷病者本人または保

護者、責任者等の同意が得られれば、救急隊による医療機関への搬送

は行わないが、同意が得られなければ、通常どおり搬送している（図

６参照）。  

    救急隊が別の救急事案に出場可能となるまでの時間を比較すると、

不搬送の同意が得られた事案では、同意が得られず搬送した事案より

も、１８分７秒（平成２２年中速報値）短くなっており、同意が得ら

れた場合、救急搬送トリアージによる１件あたりの短縮効果は高い。

（図７参照）  

平成１９年６月からの運用状況は図８のとおりであり、実施件数年

間２，３００件前後、不搬送の同意が得られる割合は８割前後で推移

しており、一定の効果が得られる状況となっている。  

また、「消防に関する世論調査」（平成２２年８月東京消防庁）によ

ると、本制度については、「推進すべきである」４９．７％、「一定の

－10－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１９番通報 １１９番通報受信 

従来どおり、救急車が出場します。 

医療機関 

民間救急 

サポートＣａｂ 

東京民間救急 
コールセンター 

到着後、必要な処置を行います。 

 

救急搬送トリアージ基準を適用 

自己通院をお願いしております。 

（必要に応じ、診療可能な救急医療機関、東京民間救急ｺｰ

ﾙｾﾝﾀｰや東京消防庁救急相談ｾﾝﾀｰ等をご案内します。） 
同意が得られない場合 

同意が得られた場合 

自己通院 

東京消防庁 

救急相談センター 

救急搬送 

東京民間救急コールセンターでは、

民間救急やサポートＣａｂ等の案内

を実施しています。 

※ 東京都メディカルコントロール協議会との

連携により策定された基準が適用されます。 

 

自家用車、公共交通機関等

等 

出場指令 

 

【緊急性が認められる場合】 【緊急性が認められない
．．

場合】 

救急搬送トリアージ 概要図 

図６ 

－11－



条件のもと推進すべきである」４１．３％（ｎ＝１６６８人）となっ

ており、都民の約９割が推進に肯定的である。  

 

 

    

※ 再出場可能までの時間短縮  

     38 分 43 秒－20 分 36 秒＝18 分 7 秒 

 

 

     

   ２ 救急搬送トリアージシートの活用 

    救急現場における緊急性の判断に際して、救急隊は救急搬送トリア

ージシートを活用している（図９参照）。これは、東京都メディカルコ

ントロール協議会と連携し、医学的な見地から検証を重ね策定された

ものである。  

基準の策定にあたっては、アンダートリアージを極力尐なくするよ

うに配慮されており、全体の出場件数に占める実施件数の割合は尐な

いものの、緊急性の判断に係る大きなトラブル等はない。世論調査の

結果と合わせても、救急搬送トリアージは、着実に都民の理解を得て

いると思われる。  

 第４ １１９番受付の現状について（図１０参照） 

    平成２２年中の１１９番受付件数は１，００６，９８４件となって

おり、１日平均２，７５９件で約３１秒に１件の割合で入電したこと

になる。このうち、火災や救急等の災害受付件数は７９６，５５８件

となっている。救急出場件数は７００，８０８件（速報値）であった

ので、１１９番受付件数の約７割、災害受付件数の約９割は救急要請

であったことになる。 

図７ 救急搬送トリアージによる時間短縮効果  
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同意
あり

同意
なし

同意
あり

同意
なし

同意
あり

同意
なし

同意
あり

同意
なし

1月 1月 19件 9件 28件 1月 129件 29件 158件 1月 157件 56件 213件

2月 2月 24件 11件 35件 2月 109件 23件 132件 2月 148件 44件 192件

3月 3月 49件 37件 86件 3月 97件 22件 119件 3月 163件 45件 208件

4月 4月 92件 57件 149件 4月 173件 19件 192件 4月 144件 62件 206件

5月 5月 96件 49件 145件 5月 202件 39件 241件 5月 155件 60件 215件

6月 39件 14件 53件 6月 104件 52件 156件 6月 179件 37件 216件 6月 156件 51件 207件

7月 23件 13件 36件 7月 115件 46件 161件 7月 177件 44件 221件 7月 178件 38件 216件

8月 12件 16件 28件 8月 111件 47件 158件 8月 156件 33件 189件 8月 143件 44件 187件

9月 16件 12件 28件 9月 98件 34件 132件 9月 163件 38件 201件 9月 149件 43件 192件

10月 10件 7件 17件 10月 120件 35件 155件 10月 182件 55件 237件 10月 134件 50件 184件

11月 6件 7件 13件 11月 117件 35件 152件 11月 175件 44件 219件 11月 147件 42件 189件

12月 11件 6件 17件 12月 160件 53件 213件 12月 173件 42件 215件 12月 140件 44件 184件

117件 75件 1105件 465件 1915件 425件 1814件 579件

(60.9%) (39.1%) (70.4%) (29.6%) (81.8%) (18.2%) (75.8%) (24.2%)

トリアージ実施件数 トリアージ実施件数 トリアージ実施件数 トリアージ実施件数

平
成
20
年

年　計 192件 年　計

平
成
19
年

年　計 2340件 年　計 2393件

同意あり（不搬送）

同意なし

4,951件

1,544件

（76.2％）

（23.8％）
総計　6,495件

平
成
21
年

平
成
22
年

1570件

救急搬送トリアージ実施状況 （平成19年6月～平成22年12月、速報値） 図８
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救急搬送トリアージシート 
（覚知日時：平成  年  月  日  時  分  救急隊名：      ） 

対 

象 

症 

例 
 

最も強い主訴・主症状 小 項 目 対象該当 

１ 四肢の開放創  

（ 上 肢  □ ・ 下 肢  □ ） 

〇 肩関節、股関節部に創傷はない。□ 

〇 指趾等の離断はない。     □ 

〇 受傷部末梢の知覚麻痺はない。 □ 

□ 

２ 前腕（肘関節を含む）・下腿 

（膝関節を含む）の挫傷等  

（  前  腕  □ ・ 下  腿  □ ） 

〇 上腕、大腿に挫傷等はない。  □ □ 

３ 四肢の熱傷 

( 上  肢  □ ・ 下  肢   □ ) 

〇 肩関節、股関節部に熱傷はない。□ 

〇 Ⅲ度熱傷ではない。      □ 

〇 化学損傷ではない。      □ 

〇 熱傷範囲は１％以下である。  □ 

□ 

４ 耳鼻異物 
（   耳  □ ・  鼻   □ ） 

 〇 異物は片側のみである。    □ □ 

５ 鼻出血 〇 頭部、四肢等に他の外傷はない。□ □ 

６ 限局的な皮膚症状（発赤等） 
〇 全身症状ではない。      □ 

〇 掻痒感、疼痛以外の身体症状 

（呼吸苦等）の訴えはない。□ 

□ 

７ 不眠、不安、孤独感等 
〇 合併する身体症状 

  （動悸、頭痛等）の訴えはない。 □ 
□ 

 

 

一 

般 
項 

目 

１ １５歳以上６４歳以下である。 は い□ いいえ□ 

２ 重症と判断すべき受傷機転等に該当しない。 
（救急活動基準（救急行動基準）第５章第７節第４重症度・緊急度判断要領による。） 

は い□ いいえ□ 

３ 受傷部位は１か所である。（対象症例１～３） 
（創傷が複数の場合右上肢、左下肢など同一部位に限局しているか。） 

は い□ いいえ□ 

４ 現在治療中の以下の疾患等はない。 
⑴心疾患 ⑵呼吸器疾患 ⑶高血圧 ⑷透析患者 ⑸糖尿病 ⑹薬物中毒 ⑺肝硬変 

⑻出血性疾患（紫斑病・血友病等）⑼悪性腫瘍 ⑽抗凝固薬服用 
は い□ いいえ□ 

５ 自損行為による事故ではない。 は い□ いいえ□ 

６ 十分な意思疎通が可能である。 
（著しい動揺、興奮等はないか。） 

は い□ いいえ□ 

７ 対象症例の悪化を予見させる不安要素がある。 は い□ いいえ□ 

 

バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
等 

１ 意識は清明である。 は い□ いいえ□ 

２ 呼吸数は 12回／分～24回／分で、性状に異常はない。 は い□ いいえ□ 

３ 脈拍数は 60回／分～96回／分で、不整はない。 は い□ いいえ□ 

４ 血圧は 110mmHg～160mmHg（収縮期）の範囲である。 は い□ いいえ□ 

５ SpO２は 95％以上である。 は い□ いいえ□ 

６ 出血はない（止血状態）、又は少量（滲出性）である。 は い□ いいえ□ 

７ 受傷部関節の可動域に障害はない。 は い□ いいえ□ 

８ 自力受診のための移動が可能である。 
   （自力歩行、東京民間救急コールセンターの利用等による受診が可能か。） 

は い□ いいえ□ 

別 紙 ２  

対象症例に該当なら以下を記載 

 

図９ 
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1,045,942件
999,539件 1,002,524件

948,212件 955,928件

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年

【過去５年間の１１９番受付状況】

【平成２１年中の１１９番受付の内訳】

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000

火災・救急等の災害
７５２，０７２件
７８．７％

１１９番受付件数

９５５，９２８件の内訳

災害以外
２０３，８５６件
２１．３％

（件数）

※災害以外の１１９番受付には、病院の問い合わせ、訓練通報、応急処置の相談、間違い電話、無応答及びいたずら等を示す。

図１０
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救急要請における緊急性の選別結果について（分析）

１１９番救急要請の総受付件数
１１，０１１件

通報内容から、指令室員が
緊急性が低いと判断した事案【３００件】

通報内容が救急搬送トリアージシートの「対象症例（四肢
の外傷、鼻出血等の症状）」に該当するもの 【１６件】

軽症割合１００％※１５歳以上６４歳以下（救急搬
送トリアージの「一般項目」）の
傷病者

※通報内容から緊急性が低いと判断された事案（３００件）のうち、
搬送の有無別、搬送された医療機関での初診時程度別分類

搬送 264人（88.0％）
不搬送 36人（12.0％）

（辞退、立ち去り、搬送トリアージ）
重症以上 中等症 軽症

7人（2.6％） 81人（30.7％） 176人（66.7％）

図１１
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     現在、１１９番の受付においては、「火事ですか、救急ですか」と

問いかけ、次に「何区何町何丁目ですか」と通報者の所在を特定し、

「どうしましたか」と最小限の概要等を聴取している。これには、救

急要請は緊急性があることを前提として、迅速に救急車が出場するこ

とができるよう、早期に所在を特定するとともに、必要な部隊種別、

部隊数を判断するという目的がある。 

実際の１１９番受付においては、通報者は、指令室員の問いかけに

対して冷静に答えられる者ばかりではなく、所在の特定に時間がかか

る事案は多い。また、通報者の中には、１１９番をしたものの救急車

の出場をためらう者もあり、「救急車の要請」という通報者の意思を確

認することに時間を要することもある。中には、結果的に救急車の要

請をせず、医療機関案内や救急相談センターにかけ直しとなる事案も

散見される。なお、現行では、１１９番の緊急回線を可能な限り確保

するという観点から転送はせずに、かけ直しを原則としている。 

第５ １１９番通報時における救急要請事案等の調査結果（緊急性の低い

事案の分析）（図１１参照） 

    実際の１１９番通報において、緊急性が低いと思われる事案の件数

や概要を把握するため、平成２２年８月１６日から８月２２日までの

１週間、東京消防庁特別区災害救急情報センターにおいて調査を実施

した。 

緊急性が低いと思われる事案の収集にあたっては、特別な判断基準

は設けず、聴取方法も従来どおりとし、１１９番を受けた指令室員が

通報内容から主観的に緊急性を判断した。なお、緊急性が低いと思わ

れた事案でも、従来どおり救急車を出場させた。 

今回の調査では、指令室員により緊急性が低いと思われた通報は３

００件で救急要請の２．７％であったが、そのうち入院が必要となる

中等症以上が３割強存在しており、通報を迅速に聴取し、救急車を出

場させることを目的としつつ、緊急性が低い事案を選別することの困

難性が伺える。 

    一方、緊急性が低いと思われた通報内容を分析したところ、救急搬

送トリアージを実施するか否かの判断において第１ステップとなる７

つの「対象症例」（図９参照）のいずれかに当てはまり、かつ、傷病者

の年齢が１５歳以上６４歳以下（第２のステップとなる救急搬送トリ

アージシートの一般項目のうちのひとつ）であったものは１６件であ

り、そのすべてが軽症または不搬送であった。 
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結果的に中等症以上がなかったということから、医学的な検証を踏

まえて作成され、また着実に都民の理解を得ている救急搬送トリアー

ジの基準を、１１９番通報時における、緊急性のない事案の選別に活

用することの可能性が示唆される。 
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第３章 救急相談センター等の今後のあり方について  

 第１ １１９番救急要請時における救急相談センターとの連携方策  

  １ 当面あるべき連携方策 

    救急需要対策に関する様々な取り組みや広報により、救急車の適正

利用への意識は徐々に浸透しつつあるが、今日、１１９番による救急

要請は、都民の安心を支える行政サービスとして深く根ざしたものと

なっているので、都民にとっては、「１１９番＝救急出場」という概念

を大胆に転換していくことには抵抗があろう。緊急性の判断を前提と

する救急車の運用を着実に浸透させていくために従来の制度を活用し

た方策により導入を図ることは有効である。 

    具体的には、救急搬送トリアージの基準を活用する方策が考えられ

る。そもそも、現場で救急搬送トリアージを行っているのであるから、

通報段階でこれに該当すると思われる事案にあえて救急隊を出場させ

ることは見直されるべきである。そこで、救急要請の通報内容に「救

急搬送トリアージシート」中の「対象症例」を予測させる明確なキー

ワードがあれば、直ちに救急車を運用する状態ではないことを説明し、

救急相談センターにおいて救急出場の要否を判断することに同意が得

られれば、救急相談センターに転送し、更に詳しく必要事項を聴取し

て緊急性を判断する。 

    ただし、この方策にも、①救急搬送トリアージは救急隊員が直接観

察することを前提に作成された判断基準であり、電話での聴取で対象

症例を把握できるか、②現在の救急相談は、救急車の利用に迷った相

談者に対するものであり、救急要請の意思を持った相談者を前提とは

しておらず、現行の判断基準に基づく対応で適切か、③１１９番受付

員の聴取要領といった質的な課題、また、④救急相談センターへ転送

することによる緊急回線の使用、⑤既存のトラフィックも含め、救急

相談センターの需要の更なる増大への対応といった量的な課題がある。 

これらの課題を解決するべく、①東京都メディカルコントロール協

議会や救急相談センター運営協議会との連携における医学的な質の保

障を踏まえた判断基準や教育に関すること、②１１９番回線の増設等

のシステムに関すること、③相談スタッフの増員等のマンパワーに関

することなどについて検討する必要がある。 

また、その際、苦情等のトラブルへの対応及び指令室員や相談員等

の判断行為の法的リスクについて、個々の職員ではなく、組織として、

これに応ずる体制を構築する必要がある。 
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２ 将来あるべき連携方策 

    当面あるべき連携方策は、都民にとって受け入れやすいものとなる

よう、救急搬送トリアージの判断基準を活用したものであるが、現行

の基準は極めて安全側に配慮したものであり、１１９番の受付におい

て、救急相談センターに振り分ける事案により、搬送人員に対する軽

症者を大きく減尐させることができるかは不明である。 

    将来的な方策としては、１１９番通報時における緊急度・重症度判

断に更なる医学的な保障を確立させる必要がある。そして、極めて緊

急性の高いものに対して、直ちに救急車を出場させる対応を優先とす

ることとし、極めて緊急性の高いものを選別し、それ以外はすべて救

急相談センターに振り分け、緊急性を判断する方策も考えられる。あ

るいは、救急に関するものは、全て救急相談センターで受け付け、緊

急性の判断を行うという方策もあり得る。 

しかし、これらについては、緊急性の判断の実施部門と部隊運用な

どの判断結果に基づく対応の実施部門が異なることや相談業務の範疇

で救急要請の全てに対し対応することなど、検討するべき課題は幅広

い。 

第２ 救急相談センターと民間救急コールセンター等との連携方策  

   １１９番の救急要請に対し、緊急性の判断の結果によっては、自力

受診を助言することになるという運用において、診察可能な医療機関

や代替えの搬送手段の案内は必要不可欠である。 

医療機関案内は救急相談センターにおける実施件数も多く恒常的に

実施されているが、搬送手段の案内は、相談者から通院手段がない旨

の相談があった場合に、公益財団法人東京防災救急協会が運営してい

る東京民間救急コールセンター（参考資料２参照）を案内し、そこで

患者等搬送事業者やサポートＣａｂ（普通救命講習修了したタクシー

乗務員の業者）を案内している。 

「消防に関する世論調査」（平成２２年）では、「どのような状況の

ときに救急車を呼ぶべきか」という設問に対し、９．３％（ｎ＝１，

６０６人）が「交通手段がないとき」と回答した一方で、民間救急の

認知率は４３．５％に止まっている。搬送手段を確保することの受け

皿が用意されていることを普及啓発し、救急車の適正利用への更なる

理解を促進するため、救急相談センターにおいて、救急車以外の手段

による通院と判断された場合、救急のアドバイスに加えて、東京民間

救急コールセンターを案内することは効果的であろう。 

   患者等搬送事業の質的向上を図ることを目的に、消防機関は一定の
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指導基準により認定事務を行っているが、以下のような方策により更

なるレベルアップを図り、トリアージ制度を支えるものとして発展し

ていくことが望まれる。 

  １ 当面あるべき方策 

    救急相談センターにおいて、医療機関案内を行う際、積極的に搬送

手段の有無について問いかけ、相談者の要望を確認した上で、東京民

間救急コールセンターへの転送等を行うことは、より相談者にとって

の利便性向上になるものである。 

利用者がより安心して利用できるために、消防機関と連携した訓練

やイベント等における警戒活動に参加することにより、利便性と存在

を積極的にアピールしたり、フォローアップ講習や勉強会を開催する

ことにより、レベルアップを図ったりするといった取組みは、東京民

間救急コールセンター登録事業者連絡協議会において始められている。

今後もそれらを継続的に実施していくとともに、利用者の介助方法を

習得することやサービスに応じた利用料金を公表することなど、社会

的ニーズを反映させることも検討すべきである。 

    また、緊急性がないと判断された場合の受け皿として、救急相談以外

の相談業務である「ひまわり（東京都保険医療情報センター）」や「＃

８０００（母と子の健康相談室・小児救急相談）」との連携は必要であ

り、さらに高齢者や生活困窮者等への対応としての福祉部局との連携体

制を構築することも必要である。 

  ２ 将来あるべき方策 

    緊急性のない傷病者の搬送手段として、病院間搬送における病院救

急車の役割を検討する必要がある。また、一部の患者等搬送事業者及

び病院救急車に救急救命士が乗務しており、メディカルコントロール

のあり方を検討し、その役割や業務についての法的根拠等を明確にし

ていくことが必要である。 

 第３ その他 

    市民からの問い合わせや苦情等に対応するものとして、ニューヨー

ク市では「３１１市民サービスセンター」を設立し、すべての問い合

わせや苦情等をダイヤル「３１１」に集約して、約２００名のオペレ

ーターにより対応可能なものは情報提供し、対応不可能なものは担当

の部局に回している。２０１１年の統計では、１日平均約１万５千件

を受け付けている（参考資料３参照）。 

各担当部局に個別に寄せられていた多くの情報が、ひとつの部署に

集約されることにより、各部局は行政需要として分析することができ、
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行政運営の効率化と市民サービスの向上が図られているようである。

各部局は、それぞれの主要な任務に専念することができるようになり、

わが国の１１９番通報システムに相当する「９１１」システムも緊急

以外の電話が減ったとのことである。 

都民の利便性を図るためにも、緊急性がないと判断された場合の受

け皿における様々な機関の連携との必要性が示唆されるシステムであ

ると思われる。    

  

－22－



第４章 １１９番通報時の救急要請を救急相談センター等に振り向けるこ

と等の都民への合意形成の必要性と具体的方策について  

 第１ 必要性 

  １ 救急相談センターは医学的な質の保障があることへの理解  

    東京消防庁救急相談センターの開設以来、受付件数のうち、救急相

談件数は大幅に増加している（図２参照）。救急相談は救急相談看護

師が対応し、常駐する救急相談医が必要に応じて適宜助言できる体制

を取っている。急な傷病に際し、救急車の利用や医療機関の受診に迷

う都民のニーズが増大している中、症状に基づき医療機関受診までの

適正な時間や方法について、医学的な見地から助言することにより、

都民の安心に大きく寄与している。 

    相談業務にあたっては、「東京消防庁救急相談センター運営協議会」

での業務管理とともに、相談内容に対し、標準化された対応ができる

よう、「電話医療救急相談プロトコール」が作成されている。これは、

東京都医師会救急委員会救急相談センタープロトコール作成部会で作

成されたもので、その過程においては多数の医師会医師や救急専門医

が参加し、検討が重ねられた。また、この「電話医療救急相談プロト

コール」は、医療機関との共有化を図るため、日本救急医学会が監修

し出版されている。 

このプロトコールは日々の相談業務を通じて、「東京消防庁救急相

談センター運営協議会」や「東京都医師会」により検証されている。

何か問題が起これば、それを改善する不断の努力が重ねられており、

そのための体制が構築されている。そして、このプロトコールを使用

する救急相談看護師に対しては、検証結果をフィードバックするなど、

定期的に教育や研修が実施されている。 

    電話による口頭のみの情報で緊急性を判断することにおいては、い

かなるプロトコールもアンダートリアージのリスクを完全に回避でき

るものではない。緊急性の判断に関する議論がなされる時、アンダー

トリアージによる不利益やそれに対する責任のあり方等が論点となり、

住民の合意が得られないのではないかという懸念があげられるが、緊

急性の判断の機会を提供することによる有用性の理解を得ていくこと

が重要である。 

そのためには、医学的な見地から、現時点において最も合理性のあ

るプロトコールを作成するべく検証がなされ、それを常に改善し適切

な運用がなされる体制を構築することこそが、住民の合意を得る前提

となるのである。この点において、救急相談センターが、都民に対し
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救急車の適正利用を啓発するとともに、都民の不安を解消し、都民の

ニーズに応えている所以である。 

    緊急性のないものを選別するためには、緊急性があると判断される

多くの要素を否定する必要があるので、アンダートリアージのリスク

を極力尐なくするためには、通報の聴取に一定程度の時間をかける必

要がある。前述のとおり、現行の１１９番の受付では、通報内容を十

分に聴取している時間はないので、１１９番通報時における緊急性の

ないものの選別にあたって、何らかの基準により一定程度緊急性が排

除されたものを、医学的な質の保障がある救急相談センターへ振り分

け、時間をかけて判断するといった連携体制は効果的であろう。 

  ２ 救急車の適正利用への更なる理解 

    １１９番通報時において、救急相談センターと連携し、緊急性の判

断を行うことの目的は、より緊急度・重症度の高い傷病者に対して、

救急車を含む救急医療の資源を効率的に配分することである。救急相

談センターでは、救急車の利用、病院での受診の判断が出来かねる相

談者に対し、訴えや症状から判断して、１１９番へ転送し救急車を出

場させたり、時間的な差異を示した受診の必要性を助言したりして、

都民が適正な受診の機会を得られるよう、資源を配分する一翼を担っ

ている。 

しかし、１１９番で一律に救急車を出場させ、結果的に適正な資源

の使用が図られていないとすれば、救急相談センターの取組みにより

利益を得るはずの都民にも影響を及ぼす可能性がある。「救急＝１１９

番」が定着している現在、都民が救急車の利用について相談すること

のひとつには、救急車の適正利用の意識が介在しているであろう。 

仮に、救急相談センターで１１９番への転送とならない相談者と全

く同じ症状や社会的事情を持つ者が、１１９番で救急要請を行い、救

急車により医療機関へ搬送されたならば、公平性が損なわれる可能性

があり、救急車の適正利用の醸成にも悪影響を及ぼしかねない。都民

に対し、救急車の適正利用を呼びかけることにより、一定の効果は得

られるが、適正に利用されるための体制を整えておかなければ、望ま

しい効果は得られない。 

    また、１１９番通報時において緊急性の判断の機会を提供すること

は、適正利用の啓発に資することともなる。救急車の出場を前提とし

た１１９番が、救急相談センターへの転送の結果、救急車を出場させ

ない対応もあり得ることとなれば、都民にとっては一見不利益である

が、緊急性の判断の機会が提供され、判断結果による対応に納得性が
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あれば、制度の趣旨に対する理解も促進されるであろう。 

 第２ 具体的方策 

  １ 相談事案の検証に基づく、医学的見地からのプロトコールの恒常的

な見直し 

    東京消防庁救急相談センターが、都民の安心に大きく寄与している

のは、プロトコールの作成過程や検証体制、実際にプロトコールを使

用する者への教育・研修体制など、医学的な質の保障が確保されてい

ることによるところが大きい。また、救急搬送トリアージの判断基準

である「救急搬送トリアージシート」の作成においても、東京都メデ

ィカルコントロール協議会との連携により、医学的な質の保障が図ら

れている。 

    １１９番通報時の救急要請と救急相談センター等との連携において、

結果的に緊急性のないものを選別し、救急車による対応をしないこと

を都民に理解してもらうためには、その対象となる事案を選別する判

断基準が医学的な検証がなされたものであることはもちろんのこと、

選別された事案が医学的な見地から検証される体制を確立し、連携の

ための体制が、常に合理的に最善とされるべく構築されることが必要

である。 

医学的な質の保障が確保されてこそ、都民にとって納得性のある結

果をもたらすものとなるのであり、合意形成のための必須の条件であ

る。 

２ 緊急度・重症度に応じた救急車の適正利用のための広報  

    救急車の適正利用の広報については、救急需要対策として継続的に

行われてきたが、都民の自発的な行動を期待するのみならず、消防機

関として、目的を明確にし、本来望まれる具体的なあり方を提示する

ことが必要である。都民とともに適正利用を推進していく姿勢を示す

ことが、都民の意識により強く訴えかける広報となる。 

   ⑴ 都民の参画と理解による広報の強化 

     緊急性の判断の機会を提供することは、不要な救急要請を切り捨

てるという、消防機関による一方的な押し付けではない。重症度・

緊急度に応じた救急車の利用は、真に必要な傷病者に適切な対応を

するためのものであり、それは個人からしてみれば、他人を助ける

と同時に救急車が必要となった場合の自らも助けることになる。こ

れが、緊急性を選別するというトリアージ制度の本来の趣旨である。 

トリアージ制度の趣旨を広く普及するためには、救急の様々な場

面において、緊急性の判断の機会を提供するとともにその基準につ
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いても普及啓発することにより、緊急性の判断についての認識を都

民と共有することが有効である。そのための手段として「都民向け

プロトコール」は効果的なツールであり、積極的な広報を推進する

必要がある。都民自らが緊急性の判断を行う機会を持つことにより、

各段階におけるトリアージへの理解も促進されるであろう。 

     また、都民とともにトリアージ制度を確立していくためには、一

方的にメッセージを発信する広報では、都民の意識に訴えかけるも

のとはなりえない。パブリックコメントの活用など、広く都民の意

見や要望等を募集し、必要に応じて制度の確立や改善の検討材料と

するべきである 

⑵   既存広報の継続性を活かした広報の強化 

     東京消防庁ホームページや公益財団法人東京防災救急協会が発行

している応急手当の情報誌「てあて」、更には平成２２年１０月３１

日に創刊した「広報とうきょう消防」（東京消防庁管内の約４１０万

世帯に主要６新聞への折り込みとして年２回配布）など、既存の広

報媒体を活用し、継続的に実施していく必要がある。 

必要以上に救急要請を抑制することはあってはならないが、トリ

アージ制度の目的や背景、消防機関の取り組みやその効果など、緊

急度・重症度に応じた救急車の適正利用に関する具体的な情報を広

報していくことが重要である。 

そのうえで、広報効果を評価し、都民の意識を具体的な施策に反

映させていくために、「消防に関する世論調査」を活用し、継続的に

調査することが必要である。 

⑶   教育・指導の機会を捉えた広報の強化 

     消防機関は、救命講習や応急救護講習などの応急手当の普及活動

や町会や自治会などに対する防火防災訓練など、都民と直接関わる

機会が多い。これらに共通する自助共助の精神は、トリアージ制度

の趣旨とも共通する部分は多く、これらの機会を活用して広報して

いくことは効果的である。 

さらに、平成２２年１０月、心肺蘇生法の日本版ガイドライン２

０１０が公表され、「バイスタンダーＣＰＲを増加させるためには、

主に市民を対象とするＣＰＲ講習について、時間的制約や従来型の

講習参加が難しい場合、胸骨圧迫のみのＣＰＲ講習は有効かもしれ

ない。」とされ、短時間講習の導入が検討されるなど、講習機会の

増加が予測される。 

また、平成２０年４月１日から導入された、普通救命講習及び普
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通救命講習（ＡＥＤ業務従事者）における電子学習室は、受講人員

の選択肢を広げることによる受講機会の拡大を図っており、今後も

利用者の増加が期待される。今後、これらを活用した広報を推進す

ることにより、広く普及啓発が図られることが期待される。 

     消防機関が行う講習のみならず、学校教育や社会人教育、地域セ

ミナーやスポーツ指導者を対象とした講習会など、様々な機会を捉

えた広報を展開していくことも必要である。 

   ３ 都民の救急相談等の助言に対する社会的責任の明確化 

救急業務等に関する条例第２条第２項では、消防総監の行う、救急

業務に関連する業務として、「都民の相談に応じて，必要な情報を提

供すること」、「救急隊の適正な利用について，知識の普及及び意識の

啓発を行うこと」が定められている。 

救急相談センターでは、診察可能な医療機関を案内する情報提供も

行っているが、救急車の利用や医療機関の受診に関する相談において

相談者の求めるものは、「いつ、どのような病院（診療科目）へ、ど

のような手段で行くべきか。」といった疑問に対するアドバイスであ

る。このアドバイスを行うためには、緊急性の判断は不可欠である。

救急相談件数の大幅な増加に見られるように、救急相談に対し緊急性

の判断に基づいた助言を行うという消防機関に対する都民ニーズは、

大きくなるといえる。 

こうした、都民からの期待に応えるべく、消防機関の社会的責任を

明確にするため、積極的な広報を継続しつつ、消防機関の役割として

救急相談の助言を行うことを議会で審議し、条例で位置付けることも

合意形成の方策として考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急業務等に関する条例  

 

第２条 

  ２ 消防総監は、救急業務に関連する業務として、次に掲げる業務を  

行うものとする。 

  ⑴ 都民の相談に応じて、必要な情報を提供すること。  

  ⑵ （略） 

  ⑶ 救急隊の適正な利用について、知識の普及及び意識の啓発を行うこと。 

緊急性の判断に基づいた助言を行

う旨を盛り込む。 
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４ 救急車を必要としないものの、自力受診が困難な都民に対する通院

手段の検討 

    トリアージ制度の目的は、救急車を含む救急医療資源を適切に配分

することでもある。選別の判断基準については、医学的なものとなる

ことは当然であるが、医学的には緊急性がないと判断されても、高齢

者や生活困窮者のように、急な傷病に際して自力での通院が困難な者

は存在する。 

現在の救急業務がこれらにも対応するセーフティネットとしての行

政サービスの一面があることからすれば、より広く都民の合意を得る

ためには、医学的には救急車の利用が適切でないと判断される場合の

対応方策も必要となる。 

    一部の自治体では、障害者や介護保険対象者に対し、福祉タクシー

や介護タクシーの利用に際してチケット等の助成を行っているが、更

なる利便性の向上のため、患者等搬送事業者等の利用への適用など、

これらの福祉行政等との連携方策について検討していくことが必要と

なる。 
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 おわりに 

本会では、救急需要対策の大きな柱となる、トリアージ制度について検討

された第２６期東京消防庁救急業務懇話会の答申をさらに発展させ、１１９

番通報時においても、緊急度・重症度に応じた救急車の適正利用を推進する

ためのあり方について検討を行った。 

１１９番通報前のトリアージとして具現化された東京消防庁救急相談セン

ターは、救急車の適正利用に関してひとつの課題であった、緊急性の判断に

大きく資することとなった。これは、トリアージ制度の本来の目的である、

「緊急度・重症度の高い傷病者の救護」・「公平性の確保」を実現させていく

ためには、都民の意識の高揚のみならず、行政としても具体的な方策を示し、

都民の理解が得られるよう不断の努力を継続していくことの重要性を認識さ

せるものとなった。 

この点において、１１９番通報時トリアージの具現化を図るため、これま

での効果的な取組を継承し、今後の方策と有機的に連携させていくことが、

ひいては、行政本来の姿である、入口が異なっても、結果として同様の行政

サービスが提供できる体制の構築を実現させることになるであろう（参考資

料４参照）。 
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救急関係法令

参考資料１



消防組織法（抜粋）

昭和２２年１２月２３日 法律第２２６号

〔消防の任務〕

第１条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災

から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による

被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。



〔目的〕

第１条 この法律は，火災を予防し，警戒し及び鎮圧し，国民の生命，身体及び財産を火

災から保護するとともに，火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか，災害等に

よる傷病者の搬送を適切に行い，もつて安寧秩序を保持し，社会公共の福祉の増進に

資することを目的とする。

〔用語の定義〕

第２条 この法律の用語は左〔下〕の例による。

９ 救急業務とは，災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所にお

いて生じた事故（以下この項において「災害による事故等」という。）又は政令で定める場

合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷

病者のうち，医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを，救急隊によ

つて，医療機関（厚生労働省令で定める医療機関をいう。第７章の２において同じ。）そ

の他の場所に搬送すること（傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において，緊

急やむを得ないものとして，応急の手当を行うことを含む。）をいう。

消防法（抜粋）

昭和２３年７月２４日 法律第１８６号



消防法施行令（抜粋）

（災害による事故等に準ずる事故その他の事由の範囲等）

第42条 法第２条第９項の災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定め

るものは，屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし，若しくは著しく悪化するお

それがあると認められる症状を示す疾病とし，同項の政令で定める場合は，当該事故そ

の他の事由による傷病者を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段

がない場合とする。

昭和３６年３月２５日 政令第３７号



救急業務実施基準について（抜粋）

昭和３９年３月３日 各都道府県知事あて 消防庁長官

〔用語の定義〕

第２条 この基準における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

二 救急事故とは、法及び消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）に

定める救急業務の対象である事故をいう。

〔救急隊の出動〕

第12条 消防長又は消防署長は、救急事故が、発生した旨の通報を受けたとき又は救

急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の

程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。



救急業務等に関する条例（抜粋）

（救急業務及びこれに関連する業務）

第２条 消防総監は，次に掲げる業務（以下「救急業務」という。）を行うものとする。

(1) 災害により生じた傷病者又は屋外若しくは公衆の出入りする場所において生じた傷

病者で医療機関その他の場所（以下「医療機関等」という。）へ緊急に搬送する必要があ

るものを救急隊（航空機又は船舶によるものを含む。以下同じ。）によつて医療機関等に

搬送すること。

(2) 屋内において生じた傷病者（前号に規定するものを除く。）で医療機関等へ緊急に搬

送する必要があるもの（現に医療機関にある傷病者で当該医療機関の医師が医療上の

理由により，医師の病状管理の下に緊急に他の医療機関等に移送する必要があると認

めたものを含む。）を医療機関等へ迅速に搬送するための適当な手段がない場合に，救

急隊によつて医療機関等に搬送すること。

昭和４８年３月３１日 東京都条例第５６号



(3) 傷病者を搬送することがその生命に著しく危険を及ぼすおそれがあり，又は傷病者

の救助に当たり，緊急に医療を必要とする場合に，救急隊によつて医師を当該傷病者

のある場所に搬送すること。

(4) 前三号に掲げる業務を行うに際し，緊急やむを得ない場合に必要な救急処置を行う

こと。

２ 消防総監は，救急業務に関連する業務として，次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都民の相談に応じて，必要な情報を提供すること。

(2) 傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術を普及すること。

(3) 救急隊の適正な利用について，知識の普及及び意識の啓発を行うこと。



(4) 救急業務の対象となる都民生活において生ずる事故を予防するため，必要に応じて，

事故の状況等についての確認，事故に関係のある者に対する当該事故の状況等の通知

並びに事故の状況等の公表等による知識の普及及び意識の啓発を行うこと。

(5) 患者等搬送用自動車（患者等を搬送するために必要な特別の構造及び設備を備え

た自動車をいう。）等を用い，患者等の搬送事業を行う者（以下「患者等搬送事業者」とい

う。）に対し，搬送に係る指導，助言等を行い，及び東京都規則（以下「規則」という。）で

定める患者等搬送に関する基準（以下「認定基準」という。）に適合していることの認定を

行うこと。

（救急業務及び救助業務の実施方針）

第４条 救急業務及び救助業務は，傷病者の生命の維持及び症状の悪化の防止に最も

適するように行うものとする。

２ 救急業務の実施に当たつては，当該傷病者の意思を努めて尊重するものとする。



（消防総監の責務）

第７条 消防総監は，救急業務及び救助業務を適正かつ円滑に実施するため，次のこと

に努めなければならない。

(1) 救急業務及び救助業務に関する技能の向上を図ること。

(2) 救急業務及び救助業務に必要な設備及び資器材を開発し，整備すること。

(3) 多数の傷病者又は特異な事故等の発生に備え，必要な計画を樹立する等の措置を

講じておくこと。

(4) 救急隊が救急業務を行うに際し，医師の指導又は助言を受けるための必要な措置

を講ずること。

（都民の責務）

第８条 都民は，傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術の習得に努めな

ければならない。

２ 都民は，救急業務の緊急性及び公共性について理解を深め，救急隊を適正に利用

するよう努めなければならない。



（都民等の意見）

第12条 消防総監は，第２条に規定する救急業務及びこれに関連する業務に関して，都

民及び専門の知識又は経験を有する者の意見を聴くことに努めるものとする。
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ニューヨーク市消防局における、緊急性の低い傷病者への対応について 

ニューヨーク市消防局メディカルディレクターGlenn Asaeda氏への照会 

 

 

 

現在、東京消防庁では、緊急性のない、あるいは緊急性の低い救急出場への

対策について、外部の学識研究者を招いて検討会（東京消防庁救急業務懇話会）

を開催しています。 

先駆的なニューヨーク市消防局での対応について教えてください。 

 

 

 

問１ 救急現場で、救急隊が、緊急性のない、あるいは緊急性の低い事案として、

判断し、 不搬送とすることがありますか。 

  → ニューヨーク市の９１１システムの救急車が患者の搬送を拒むことは

できません。しかし、患者が明らかに搬送を要しないと思われる場合には、

救急隊員（Paramedics and EMTs）はオンラインメディカルコントロール

担当医師に「不搬送」とする指示を受けることができます。 

     ただし、不搬送の決定は、あくまで医師が患者と話した後になされます。 

 

問２ 問１で不搬送とする場合、判断に活用する基準はありますか。 

 → あります。それは、医師による「搬送の要なし」という判断です。 

     救急医療機関への搬送が必要とされるような緊急な状態ではないこと

が条件です。 

（医師と患者の直接通話により緊急性が否定され、医師が「不搬送」と決定した場合

のみ不搬送となる。） 

 

問３ 問１で不搬送とする場合、オンラインメディカルコントロール医師の介入は

ありますか。 

   → あります。 

 

問４ 問１で不搬送とする場合、傷病者に署名をもらいますか。 

   → 可能であればもらいますが、搬送を拒否された患者は署名などの書きも

のをしたがりません。 

 

参考資料 ３ 
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問５ 東京では、救急車を使うか迷った時など、救急搬送に関する相談について、

専用の電話番号「＃７１１９」（東京消防庁救急相談センター）を設定して対

応しているのですが、ニューヨーク市で行っている「３１１」サービスは、ど

のような内容のものですか。 

 → ３１１サービスは、緊急通報回線ではなく、市の業務に関連する非緊急

の広範な問い合わせに対応するものです。例えば「あの道路の清掃はいつ

の予定か」「ゴミの回収やリサイクルについての情報はどこで得られるか」

「一番近い郵便局（や図書館）はどこか」といった問い合わせに対応して

います。３１１のコールセンターには１日に約 15,000件の入電があり、

200名のオペレーターが対応にあたっています。 

 

 

問６ 「３１１」サービスは、順調に運用されていますか。 

また、救急搬送にどのような影響を与えていますか。 

  → （前段）はい。とても効果的に運用されています。 

     （後段）もし緊急性がうかがえる内容で入電があった場合、３１１のオ

ペレーターはすぐに９１１のディスパッチャー（当庁でいうところ

の総合指令室受付勤務員）に電話を接続します。 

       （「転送」ではなく「接続」という表現でした。ただ、ずっと三者通話のように

するのではなく、接続後に概要を説明し離れるのだと思います。） 

 

問７ 「９１１」入電時に、コールテーカーが、緊急性のない、あるいは緊急性の

低い事案として判断し、不搬送とする（救急車を差し向けない）ことがあり

ますか。 

   → ありません。 

 

 

   911通報を受けた者が不搬送を判断することはしないため、以下問８、９、10の質問に

ついて、回答は「非該当」 

 

問８ 問７で不搬送とする場合、判断に活用する基準はありますか。 

問９ 問７で不搬送とする場合、オンラインメディカルコントロール医師の介入は

ありますか。 

問 10 問７で不搬送とする場合、別の行政サービスを提供しますか。電話を転送

しますか。例えば、「３１１」サービスへの転送をしますか。 
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（回答原文） 

Here are the answers to your questions: 

1. no- ambulances in our NYC 911 system cannot refuse transportation of 

anyone. However, if the patient is deemed to be not really a patient that needs 

transport, the paramedics and EMTs can go through our physician at the On 

Line Medical Control Facility to have the doctor order a no transport. This is 

only after the physician speaks with the patient. 

 

2. Yes - it is a physician decision: there must be no acute medical condition 

requiring transportation to a emergency department. 

 

3. Yes. 

 

4.  if they can - however, most patients that are refused transport are not 

willing to sign any paperwork. 

 

5. 311 is a city-wide non-emergency line that answers any city related questions 

such as when is street cleaning on a particular street, how do I get 

recycling/garbage pick up information, where is the nearest post office/library, 

etc. The center received approximately 15,000 call per day and is staffed with 

200 operators. 

 

6. Yes, the system is going very well. If there is any emergency situation, the 

311 operator can immediately connect the caller to a 911 dispatcher. 

 

7. no. 

8. n/a 

9. n/a 

10. n/a 

 

I hope this helps. 

 

Glenn Asaeda, MD 

FDNY 

Division Medical Director 

 



入口（１１９番通報、救急相談）が異なっても、
結果として同様の行政サービスを提供

１１９番通報
救急に関する

相談

１１９番通報
救急要請受付

救急相談
センター

民間救急
コールセンター

救 急 搬 送 自 力 受 診

都 民

都民向けプロトコール

医 療 機 関

救急搬送
トﾘｱｰｼﾞ

参考資料４

緊急性あり

緊急性なし
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