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活動報告

救急医療での視点からアドバンス・ケア・プランニング
の重要性を啓発する活動
Activities to Learn The Importance of Advance Care Planning from The Perspective of Emergency Medi-
cine
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要 旨
地域の救急医療をよりよくするためには，ハード面の充実だけでなく，地域に生活する住民がその地域の救急
医療の現状を知ること，さらに自分自身や家族の将来や終末期について普段から心を寄せておくことが大事で
あると私たちは考えている．今回救急医療の視点から，アドバンス・ケア・プランニングの重要性について啓
発活動を行った．この活動は地域包括ケアシステムを構築する上で大きな意義を持つと考えている．

Keywords：救急医療（Emergency medicine），アドバンス・ケア・プランニング（Advance care planning），地域包括
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背 景
地域での救急医療をよりよくするためには，その地
域に勤務する医師の数や専門性，救急医療に対する医
療施設の体制などが重要であり，その視点から救急医
療が語られることが多い１）．また様々な基礎疾患を有す
る高齢者の占める割合が本邦で増加していることも，
救急医療を考える上で重要な点である２）．一方地域に生
活する住民が，その地域の救急医療の現状を知ること，
さらに自分自身や家族の将来や終末期について普段か
ら心を寄せておくこと３）も，地域の救急医療を充実させ
るためには欠かせないことと私たちは考えている．
原町赤十字病院が立地する群馬県吾妻郡は，その面
積の広さゆえに群馬県の 2次医療圏のひとつとなって
いるが，人口は過去 20年間で約 20％減少し現在約 5
万 5千人程度，65歳以上の高齢化率は 35％を超え，典
型的な少子高齢化の進む山間過疎地である．人口 10
万人当たりの医師数は，2018年秋の厚生労働省の発表
によると群馬県は全国で 35番目であり，その中でも吾

妻郡は最も少ない医師数の地域である．
群馬県では県内の消防職員と医療従事者を中心に，
毎年「群馬県救急医療懇談会」が開催される．令和元
年は当院が当番病院になったこともあり，「救急現場で
の蘇生拒否時の対応について考える」という問題につ
いて，群馬県内の 500名あまりの救急救命士に対して
アンケートを施行した上でパネルディスカッションを
行った．さらに，吾妻郡内の住民と医療従事者，消防
職員とともに，救急医療の視点からアドバンス・ケ
ア・プランニング（以下 ACP）の重要性を考える
フォーラムを開催した．今回これらの活動内容につい
て報告する．

活動内容

1．救急救命士に対するアンケートの結果につい
て
救急救命士に行ったアンケートの主な点は，救急現
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場における家族等からの蘇生拒否や搬送拒否の経験の
有無，有りの場合その回数やその時の対応について，
またこれらの問題を解決するために行うべきことにつ
いてであり，最後にアンケートに対する自由意見の欄
を設けた．群馬県内の救急救命士 538名より回答を得
た．
「救急要請を受け現場に出動したが，家族等から傷病
者本人が心肺蘇生行為を拒否する意思表示をしている
ことを示された経験はありますか」という質問につい
ては 60％がありと回答した．13％の救命士は 5回以
上の経験を有していた．その時の対応については，「蘇
生を行いつつ搬送した」が 77％と最も多かった．その
他の回答としては，「かかりつけ医に連絡して指示を得
た」，「かかりつけ医が現場に来た」，「救急隊到着後も
家族内で意見の相違があった」，「高齢者施設では，本
人の蘇生拒否の意思表示を示されたものの口頭のみ
だった場合，本人の意思と家族の意見が異なる場合，
文書が不十分と判断された場合，蘇生しつつ搬送する
ことが多かった」などがあった．
「救急要請を受け現場に出動したが，心肺停止状態も
しくはそれに近い状態であり，家族等から医療施設へ
の搬送を拒否された経験はありますか」という質問に
ついては 15％がありと回答した．10％の救命士は複
数回経験していた．その時の対応については，「蘇生を
行いつつ搬送」が 73％と最も多かった．その他の回答
としては，「かかりつけ医が現場に来た」，「メディカル
コントロール医（以下MC医）に連絡した」などがあっ
た．

2．パネルディスカッション「救急現場での蘇生拒
否時の対応について考える」について
パネリストは，医師，救急救命士，高齢者施設の代
表者，住民の代表として地域の老人クラブ理事の 4名
である．医師からは，かかりつけ医や地域のMC医の
重要性の指摘があった．救急救命士からは，救急車の
適正利用の啓蒙の重要性や，救急現場での様々な行為
に対する法的根拠の整備がいまだに不十分であるとの
指摘があった．高齢者施設の代表者からは，利用者入
所時だけでなく症状に変化があった時などくりかえし
「もしもの時」のことを相談すること，さらにそれを文
書として残すことの重要性を認識しているが，必ずし
も十分できておらず，今後の検討課題であるとの話が
あった．老人クラブ理事からは，自分の経験を踏まえ
た上で消防職員への感謝の気持ちの表明とともに，救
急車の適正利用については普段考えることが少なく理

解しにくいこと，「もしもの時」は気が動転してしまう
だろうとのこと，普段から自分や自分の家族の最期の
時のことを考えておくことはとても重要であること，
などの話があった．
今後行うべきことについては，医療施設や消防だけ
でなく，高齢者施設も含めて議論すること，地域住民
にも救急医療の現場を知ってもらうことや，地域住民
に対してリビング・ウィル啓発活動を行うことも重要
である，という意見があった．

3．吾妻郡内で開催した「救急医療と ACP」に関
するフォーラムについて
令和元年 12月に「救急医療の視点からもしもの時を
考える」というテーマで住民を対象としたフォーラム
を開催した．主な内容は，吾妻郡内の救急医療の実態
の説明，どんな時に 119番通報するかを考える消防職
員を中心とした劇，目の前で人が倒れていた時の対応，
AED（Automated External Defibrillator）の取り扱い
について，このフォーラムに合わせて作成した「救急
医療と ACPの手引き」の説明と無料配布，最後に医
師，救急救命士，高齢者施設代表者，老人クラブ代表
者，他地域で ACPに関わる仕事をしている方の 5名
で，救急車の適正利用，救急医療から考える ACPの重
要性，救急医療から考える町づくりの 3点について
ディスカッションを行った．

考 察
人生の最終段階にある傷病者が心肺蘇生等を希望し
ていないにも関わらず 119番通報された場合，傷病者
の救命活動を原則とする救急隊や消防本部の対応と傷
病者の意思の間には，齟齬が生じる可能性がある４）．今
回の救急救命士を対象としたアンケートの結果から，
群馬県内の救急現場では蘇生拒否や搬送拒否の問題は
相当な件数が発生していることが判明した．そのたび
に，救命を原則とする救急隊には強い精神的負担が生
じることは想像に難くない．救急隊員らの立場から考
えると，蘇生拒否時や搬送拒否時の問題を法律で定め
ることが重要であり，日本臨床救急医学会では「人生
の最終段階にある傷病者の意思に沿った救急現場での
心肺蘇生等のあり方に関する提言」において，「人生の
最終段階にあり心肺蘇生等を希望しない意思を示した
心肺停止事例に対する救急隊の標準的活動プロトコー
ル」を公表している５）．これは，救急隊が傷病者の救命
を優先し心肺蘇生を実施すべきか，あるいは傷病者の
意思に沿って中止すべきかについて判断を迫られた場



72 日本プライマリ・ケア連合学会誌 2020, vol. 43, no. 2

合，どのように対処すべきか救急隊の基本的対応手順
を指針としてまとめたものである．一方住民の立場か
ら考えた場合，がんや神経難病の終末期の急変や，外
傷や脳血管疾患などによって突然重篤な意識障害が自
分自身や家族に発症するなどの切迫した状況下で，迅
速で冷静な判断を行うことがいかに難しいかは容易に
想像できることである．すなわち蘇生拒否時や搬送拒
否時の問題は，法律で定めるだけで解決できるもので
はない．消防職員と医療従事者，そして住民が同じ土
俵でこの問題を率直に語り合いながら，地域全体で時
間をかけて考え続けること，さらにそれらの問題につ
いて議論する場がその地域の中に常に存在することが
地域包括ケアの実現のためには欠かすことのできない
ことであり６），日本の救急医療や終末期医療の根幹に関
わる極めて大切なことである．日本全国の多くの地域
で医師の偏在や専門医師の不足などが叫ばれる中，ま
た日本の各地域で高齢化が進んでいる中，地域の住民
が安心して生活できる重要なセイフティネットである
救急医療を充実させるためには，地域ごとにその体制
を整え話し合いを継続していくことが，私たち医療従
事者に求められていると考えている．
なおこの事業の一部は，公益財団法人杉浦記念財団
の第 8回杉浦地域医療振興の助成を受け行われたもの

である．
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