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は じ め に 

 

 消防機関の行う救急業務は、昭和 38 年に法制化されて以来、我が国の社会経

済活動の進展に伴って年々その体制が整備され、国民の生命・身体を守る上で

不可欠な業務として定着している。平成 22 年中の救急出動件数は 546 万 7,620

件(34 万 1,684 件増)となり、救急搬送人員は 498 万 2,512 人(29 万 6,467 人増)

と昨年より増加しており、救急車の現場到着平均時間についても延伸傾向にあ

り、平成 22 年においては 8.1 分となり、この傾向が続いた場合、救命率の低下

等が懸念されるところである。 

このような状況の中、消防庁では、より質の高い救急業務を実施するため、

円滑な救急搬送及び受入体制の構築や、救急業務の高度化に取り組んでいる。 

救急搬送については、現状の医療資源を前提に、傷病者の状況に応じたより

適切で円滑な救急搬送及び受入体制の構築を図るため、消防法の一部を改正す

る法律（平成 21 年法律第 34 号）が、平成 21 年 10 月 30 日から施行された。こ

の消防法改正により、都道府県は、メディカルコントロール協議会等を活用し

消防機関や医療機関等で構成する協議会を設置するとともに、傷病者の搬送及

び傷病者の受入れの実施に関する基準を、地域の実情に応じて策定していくこ

ととなった。 

救急業務の高度化については、救急救命士の処置範囲の拡大が図られており、

平成 15 年以降、心肺機能停止傷病者に対する除細動、気管挿管、薬剤（アドレ

ナリン）投与が認められ、平成 21 年には、心肺機能停止前の傷病者に対し、自

己注射が可能なアドレナリン（エピネフリン）製剤の使用が認められた。さら

に、平成 23 年 8 月にはビデオ喉頭鏡の使用が認められ、気管挿管による気道確

保時の安全性、確実性等がより高まったところである。また、現在、血糖測定・

ブドウ糖溶液投与、ぜんそく患者に対する吸入薬投与、心肺機能停止前の静脈

路確保・輸液投与といった更なる処置範囲拡大について検討が進められている。 

 また、平成 16 年に非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用

が認められたところであるが、現場に居合わせた人（バイスタンダ－）が応急

手当を行うことが救命率の向上に大きく寄与することから、消防庁においては、

住民に対する応急手当の普及啓発活動を推進しており、消防機関による平成 22

年の応急手当講習の受講者は約 148 万人となっている。平成 23 年 8 月からは、

より講習を受けやすい環境整備のために、新生児、乳幼児、小児を対象とした

普通救命講習Ⅲ、e－ラーニングによる代替受講、分割講習、10 歳以上を講習

対象者とした短時間講習を新設するなどの取組を進めている。 

今後、消防庁としても、救急業務に緊急度判定（トリアージ）の導入を検討

するなど、救急需要の増大等への対応と質の高い救急業務の実施を図ることと

しており、そのための基礎資料である救急搬送関連データや救急蘇生統計（ウ

ツタインデータ）についてさらなる充実を図っていくことにしている。 

消防機関の行う救助業務は、昭和 61 年 4 月の消防法改正に伴い、救助隊が法

的に位置づけられ、時代の変遷とともに火災、交通事故、水難事故、自然災害



からテロ災害などの特殊な災害にまで及ぶものとなっている。 

特に平成 16 年 10 月に発生した新潟県中越地震、平成 17 年 4 月に発生した

JR 西日本福知山線列車事故等の大規模な災害事象が発生している状況を踏ま

え、全国的な救助体制強化の必要性が高まり、平成 18 年 4 月「救助隊の編成、

装備及び配置の基準を定める省令（昭和 61 年自治省令第 22 号）」を改正し、

新たに高度救助隊及び特別高度救助隊を創設した。 

これらの隊は、従来の救助器具に加え高度な救助器具を装備するとともに、

専門的かつ高度な救助技術に関する知識・技術を兼ね備えた隊員で構成され、

大規模地震災害や都市型災害の発生に備えている。 

また、高度救助隊員及び特別高度救助隊員の教育については、平成 18 年度か

ら消防大学校のカリキュラムに取り入れ、平成 19 年 11 月には「専門的かつ高

度な教育を受けた隊員」となるための、消防学校等における教育訓練について

定めた。 

さらに、消防庁では、平成 21 年度補正予算等により、携帯型生物剤検知装置、

陽圧式化学防護服、除染シャワー及び救助用支柱器具並びに特殊災害対応自動

車 10 台、特別高度工作車 9台及び大型除染システム車 8台を整備し、全国の所

要な消防本部に配備し、テロ災害や大規模地震など国内で発生する様々な大規

模特殊災害等への対応を進めている。 

国際消防救助隊については、昭和 61 年 4 月の発足から平成 23 年 2 月のニュ

ージーランド南島地震災害の派遣まで、計 18 回の海外派遣実績を有しており、

その高度な知識及び技術を用いた救助活動に対しては、被災国から高い評価が

寄せられている。消防庁では、現在、77 消防本部、599 人の隊員を登録し、被

災国からの要請に応じ、速やかに国際消防救助隊を現地に派遣することができ

るよう体制の充実強化を図っている。 

航空消防防災体制については、45 都道府県域に 70 機（総務省消防庁保有 2

機を含む）の消防防災ヘリコプターが配備されている。 

消防防災ヘリコプターは、消防防災業務に幅広く活用され、出動件数は増加

傾向にあり、平成 22 年中の出動実績は、救急出動 3,938 件、救助出動 1,959

件、火災出動 1,141 件、その他 169 件で、総出動件数は 7,207 件となっている。

特に、救急出動が年々増加しており、総出動件数の約半数（54.6％）を占める

に至っている。 

消防防災ヘリコプターは、山間部、離島等における救急活動等に極めて有効

であることから、今後とも、計画的な整備、積極的な活用と安全かつ効果的な

運航を推進していくこととしている。 

 平成 23 年 12 月 
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※    陸前高田市消防本部（岩手県）分のデータが反映していないもの。 

※※   釜石大槌地区行政事務組合消防本部（岩手県）分のデータが反映していないもの。

※※※  陸前高田市消防本部（岩手県）、釜石大槌地区行政事務組合消防本部（岩手県）分の

データが反映していないもの。 
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