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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

   

   平成 19 年に、札幌市産婦人科医会（以下、「医会」という。）から札幌市に対し

て、産婦人科系二次救急医療体制の存続のための要望書が提出されたことを契機

として、札幌市では、平成２０年３月に「札幌市産婦人科救急医療対策協議会」

（以下、「協議会」という。）を設置した。 

   協議会の設置目的は、市民が安心して利用でき、かつ医療現場の医師をはじめ

とする従事者の負担を軽減するための、産婦人科救急医療体制のあり方について

協議することとされた。 

   協議会では、平成 20年 3月 28 日を第 1 回として、第 9回までの協議を重ねた

結果を、「札幌市の産婦人科救急医療体制の再構築―中間報告―」として取りまと

め、平成 20年 9月 24 日、上田札幌市長にお渡しした。 

   一方、医会では、協議会における議論において、当初から札幌市に求めていた、

夜間急病センターにおける産婦人科の配置が実現しないことを理由として、平成

20 年 9 月 30 日をもって、産婦人科系二次救急医療体制における参加医療機関の

斡旋から退き、結果として従来の９病院による輪番体制が廃止された。 

   これを受けて、札幌市では、それまでの協議会での協議結果及び中間報告の提

言に基づき、平成 20年 10 月から、新しい二次救急体制を含む、新たな産婦人科

救急医療体制をスタートさせた。 

   本報告書は、中間報告として取りまとめた内容、及び中間報告に基づき構築さ

れた新たな産婦人科救急医療体制の概要、並びにその運営実績に関する検証結果、

さらにはこの検証結果から導き出された、今後進めるべき諸施策の方向性等につ

いて、これまでの協議会での議論を踏まえ、最終報告として取りまとめたもので

ある。 
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２２２２．．．．中間報告中間報告中間報告中間報告のののの概要概要概要概要    

   平成 20 年 9 月に取りまとめた中間告書の概要は、次のとおりである。 

    (1) (1) (1) (1) 協議会設置協議会設置協議会設置協議会設置にいたるにいたるにいたるにいたる経緯経緯経緯経緯         医会から札幌市に対する、産婦人科系二次救急医療体制の存続のための要望書の提出から、協議会の設置に至る経緯をまとめた。 (2) (2) (2) (2) 協議会協議会協議会協議会でのでのでのでの協議経過協議経過協議経過協議経過          平成 20年 3月 28 日の第 1回から、同年 8月 18日の第 8回までの協議会における協議内容をまとめた。 (3) (3) (3) (3) 産婦人科救急医療対策産婦人科救急医療対策産婦人科救急医療対策産婦人科救急医療対策のののの再構築再構築再構築再構築          従来の二次救急輪番制が平成20年１０月より事実上廃止されることを前提として、協議会で決定した産婦人科救急医療体制の再構築案及び個別対策の内容をまとめた。 【【【【札幌市札幌市札幌市札幌市産婦人科救急医療体制産婦人科救急医療体制産婦人科救急医療体制産婦人科救急医療体制のののの再構築案再構築案再構築案再構築案】】】】    ［［［［対策対策対策対策１１１１］］］］三次救急医療体制三次救急医療体制三次救急医療体制三次救急医療体制（（（（産科産科産科産科））））のののの強化強化強化強化とととと連携体制連携体制連携体制連携体制のののの整備整備整備整備            ［［［［対策対策対策対策２２２２］］］］患者受入患者受入患者受入患者受入れれれれ情報情報情報情報オペレーターオペレーターオペレーターオペレーターのののの配置配置配置配置、、、、患者相談窓口患者相談窓口患者相談窓口患者相談窓口のののの設置設置設置設置            ［［［［対策対策対策対策３３３３］］］］二次救急医療体制二次救急医療体制二次救急医療体制二次救急医療体制のののの整備整備整備整備    ［［［［対策対策対策対策４４４４］］］］未受診妊婦未受診妊婦未受診妊婦未受診妊婦のののの防止防止防止防止・・・・解消解消解消解消    ［［［［対策対策対策対策５５５５］］］］二次救急医療機関二次救急医療機関二次救急医療機関二次救急医療機関のののの勤務医勤務医勤務医勤務医のののの待遇評価待遇評価待遇評価待遇評価     (4) (4) (4) (4) 今後今後今後今後のののの課題課題課題課題         平成 20 年 10 月以降、産婦人科救急医療体制の再構築案を実施するに当たり、以下の課題の指摘がなされた。 ① 再構築案の問題点 ・各対策案の試行的実施、特に一次救急体制の比較試行 ② 試行結果の検証と評価 ・データの収集、分析、評価及び協議会への報告 ③ 対策の改善 ・検証結果に基づく対策内容の弾力的改善 ④ 今後検討すべき課題 ・未受診妊婦の防止・解消を目的とした対策のあり方 ⑤ 将来に向けた方向性 ・まちづくりの重要施策としての積極的な取組 
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３３３３．．．．協議会協議会協議会協議会でのでのでのでの協議経過協議経過協議経過協議経過     
   協議会における、計 13 回の会議での協議経過は次のとおりである。（協議内容

や委員の意見については資料編２５ページ以降を参照）     開催日 議題及び協議事項 第１回 平成 20年３月 28日(金) ① 札幌市の産婦人科救急医療について（実績報告） ② 医会からの要望と札幌市の対応について（要望内容と対応結果の説明と協議） 第 2回 平成 20年 4月 28 日(月) ① 産婦人科救急医療の現状について（実績報告） ② 産婦人科救急医療の課題と対応について（対策体系の提示と協議） 第 3回 平成 20年 5月 19 日(金) 「産婦人科救急医療対策について」 ・「産婦人科救急医療体制（再構築案）」、及び個別の対策試案の提示と協議 第 4回 平成 20年 6月 11 日(水) 「産婦人科救急医療対策について」 ・一次救急体制の試案の詳細提示と協議 第 5回 平成 20年６月 30日(月) 「産婦人科救急医療対策について」 ・前回までに合意を得た対策の再確認、及び一次・二次救急体制を選択するための試行案の提示と協議 第 6回 平成 20年 7月 15 日(火) 「産婦人科救急医療対策について」  ・前回の試行案の再提示、及び「北海道小児救急電話相談事業」の紹介など 第 7回 平成 20年８月 1日(金) 「産婦人科救急医療対策について」  ・医会の決議に基づく二次輪番制廃止を前提とした今後の産婦人科救急医療体制の再構築案の提示と協議 第 8回 平成 20年 8月 18 日(月) 「産婦人科救急医療対策について」  ・産婦人科救急医療体制の再構築案を構成する各対策の詳細の提示と協議 
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第 9回 平成 20年 9月 18 日(木) 「産婦人科救急医療対策の中間報告について」 ・起草委員会から提出された中間報告案について協議し、内容確定。 第 10回 平成20年11月12日(水) 「産婦人科救急医療体制の実施状況について」及び「今後の取組みについて」 ・10 月からスタートした対策の実施状況について 報告。 第 11回 平成20年12月10日(水) 「産婦人科救急医療体制の実施状況について」及び「今後の取組みについて」 ・平成 19年の新生児救急搬送における産科病院の受入れ困難事例について説明 ・10月と 11月 2か月間の実施状況について説明 第 12回 平成 21年 1月 29 日(木) 「産婦人科救急医療体制の実施状況について」及び「今後の取組みについて」 ・10月～12月 3 か月間の実施状況について説明 ・搬送患者に関する搬送事例など 第 13回 平成 21年 2月 27 日(金) 「産婦人科救急医療体制の実施状況について」及び「今後の取組みについて」 ・10月～1月 4か月間の実施状況について説明 ・未受診妊婦の防止、解消対策について 
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４４４４．．．．新体制新体制新体制新体制のののの整備整備整備整備、、、、試行試行試行試行経過経過経過経過    

   協議会における協議結果に基づき、札幌市が平成 20 年 10 月からスタートさせ

た新たな産婦人科救急医療体制（以下、「新体制」という。）の概要は、次のとお

りである。 

 

 (1) (1) (1) (1) 新体制新体制新体制新体制のののの全体像全体像全体像全体像    

         新体制全体の概要は、以下のとおりである。（構成図は、資料１：資料編  

４７ページ）     【【【【新体制全体新体制全体新体制全体新体制全体のののの概要概要概要概要】】】】    

［［［［対策対策対策対策１１１１］］］］三次救急医療体制三次救急医療体制三次救急医療体制三次救急医療体制のののの連携強化連携強化連携強化連携強化    

［［［［対策対策対策対策２２２２］］］］二次救急医療体制二次救急医療体制二次救急医療体制二次救急医療体制のののの再整備再整備再整備再整備    

［［［［対策対策対策対策３３３３］］］］患者受入患者受入患者受入患者受入れれれれ情報情報情報情報のののの収集収集収集収集とととと活用活用活用活用（（（（オペレーターオペレーターオペレーターオペレーターのののの配置配置配置配置）、）、）、）、    

及及及及びびびび市民市民市民市民からのからのからのからの産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科にににに関関関関するするするする救急相談窓口救急相談窓口救急相談窓口救急相談窓口のののの設設設設置置置置    

［［［［対策対策対策対策４４４４］］］］未受診妊婦未受診妊婦未受診妊婦未受診妊婦のののの防止防止防止防止、、、、解消対策解消対策解消対策解消対策のののの推進推進推進推進 

 

 (2(2(2(2) ) ) ) 個別対策個別対策個別対策個別対策のののの内容内容内容内容    

       新体制における個別対策の内容は次のとおりである。 

 ［［［［対策対策対策対策１１１１］］］］三次救急医療体制三次救急医療体制三次救急医療体制三次救急医療体制のののの連携強化連携強化連携強化連携強化    （（（（概要概要概要概要））））        高度で専門的な治療を必要とする妊婦及び新生児を受け入れるため、 ＮＩＣＵ (新生児集中治療室)を保有している三次救急病院の体制であり、市内６病院が参加し、円滑な患者受入れを行うことを目的としたルールを策定した。 なお、６病院の保有するＮＩＣＵの合計は 48床(H21/3/1 現在)である。        具体的なルールの主な内容は以下のとおりである。 ・患者受入れの可否に関する判断基準とオペレーターへの回答方法 ・患者受入れの優先順位の決定方法    ・未受診妊婦の受入れの優先順位（責任分担）の決定方法     ※これらのルールの原則は、二次救急病院に対しても同様に適用される。 
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［［［［対策対策対策対策２２２２］］］］二次救急医療体制二次救急医療体制二次救急医療体制二次救急医療体制のののの再整備再整備再整備再整備     （（（（概要概要概要概要））））        入院治療を必要とする患者や妊婦に対応する二次救急病院の体制であり、毎日受入れ体制をとっている拠点病院(１施設)と、拠点病院の負担を軽減するために当番体制をとっている協力病院(５施設)で構成されており、患者の受入れ先としては、当日の当番病院が拠点病院に優先する。 なお、二次病院は必要に応じて軽症患者も受け入れている。 

 

 【【【【二次二次二次二次・・・・三次三次三次三次救急病院救急病院救急病院救急病院のののの調整会議調整会議調整会議調整会議のののの開催開催開催開催】】】】      産婦人科救急患者を確実かつ迅速に受け入れる体制を構築するため、二次、三次病院で構成する「産婦人科救急医療体制の連携強化に関する調整会議」を開催した。（資料５：資料編６３ページ）  ［［［［構構構構    成成成成］］］］        二次、三次救急医療体制に参加している計１２病院          ※当初は、三次病院のみの会議であったが、未受診妊婦の受入れ等共通の課題を協議するため、計５回の会議のうち、4 回目から二次病院も参加した。  ［［［［開催日開催日開催日開催日］］］］ ① 平成 20年 9 月 16 日（火）        ② 平成 20年 9 月 24 日（水）        ③ 平成 20年 9 月 29 日（月）        ④ 平成 20年 11 月 19 日（水）        ⑤ 平成 21年 1 月 21 日（水）  ［［［［協議事項協議事項協議事項協議事項］］］］    ・三次病院における「患者優先受入れ病院」等の決定ルールの策定    ・未受診妊婦の「飛び込み分娩」受入れルールの策定              ・オペレーターと各病院の「ホットライン」の設定              ・体制運営後の事例に基づくルールの改定              ・21 年度以降の体制の継続              ・患者受入れに関する報酬制度の調整 
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［［［［対策対策対策対策３３３３］］］］患者受入患者受入患者受入患者受入れれれれ情報情報情報情報オペレーターオペレーターオペレーターオペレーターのののの配置配置配置配置、、、、及及及及びびびび市民市民市民市民からのからのからのからの産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科にににに関関関関すすすするるるる救急電話相談救急電話相談救急電話相談救急電話相談のののの設置設置設置設置     （（（（概要概要概要概要））））        これら二次、三次病院における患者の受入れを、迅速かつ適切に行うためのコーディネート(情報オペレーター及び電話相談)の体制であり、助産師２名又は助産師と看護師各１名が勤務している。        なお、勤務に当たる助産師等は計２６名(助産師２２名、看護師４名：H21/3/1 現在)であり、月単位でローテーションを組んでいる。 

 【情報オペレーター及び相談員研修】     情報オペレーター及び相談対応業務を適正かつ円滑に行うための知識や技術の習得を目的として、新体制に参加する助産師、看護師を対象とした研修を実施した。  ［事前研修］    （内容）・オペレーター業務（情報処理、病院選定手順等）の習得        ・相談業務（対応方法、判断基準、医師との連携等）の習得    （講師） 北海道大学大学院医学研究科 水上教授    （開催日）① 平成 20年 9月 23 日（火）         ② 平成 20年 9月 25 日（木）  ［事後研修］    （内容）・対応結果の検証        ・業務の改善    （講師） 北海道大学大学院医学研究科 水上教授    （開催日）① 平成 20年 12 月 21 日（日）         ② 平成 20年 12 月 25 日（木）  
 【相談窓口の設置】（資料６：資料編８４ページ）  ［ 名 称 ］ 「札幌市産婦人科救急電話相談」  ［回線番号］ ０１１－６２２－３２９９（サンプキュウキュウ）  ［周知方法］・札幌市のホームページ（トップ）「緊急時には」に掲載        ・主要新聞朝刊の市内ページ「救急欄」に掲載        ・携帯サイト「札幌市総合情報：救急当番病院」に掲載        ・その他（広報さっぽろ 等） 
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 ［［［［対策対策対策対策４４４４］］］］未受診妊婦未受診妊婦未受診妊婦未受診妊婦のののの防止防止防止防止、、、、解消対策解消対策解消対策解消対策のののの推進推進推進推進     （（（（概要概要概要概要））））  産婦人科救急患者を受入れる医療機関にとって負担となっているのが、妊娠後、出産まで定期的な妊婦健診を受けない、いわゆる「未受診妊婦」の存在である。         妊娠、出産に伴う母児の安全を確保するとともに、治療を行う産婦人科医師及び新生児医師の負担軽減を図るために、未受診妊婦を対象とし、効果的な内容や手段を用いて、かかりつけ医を持ち定期的な妊婦健診を受診するよう勧奨、啓発する。 協議会では、未受診妊婦対策を個別に検討するため、協議会委員で構成する検討会議を開催し、その結果を第 13 回会議において報告した。  （（（（検討結果検討結果検討結果検討結果））））    （資料７：資料編８５ページ）    《対象範囲》未受診妊婦を対象とした「定期的な妊婦健診の受診勧奨」を基本的な目的としながら、小・中学生から妊産婦までと、市民全般を対象とした「元気な赤ちゃんを安心して生み育てることのできる環境づくり」まで視野に入れた、複合的な対策を実施する必要がある。             《対策内容》妊婦健診の受診勧奨を含む、安全な出産につながる行動を促すため、明確な根拠を持った具体的で効果的な行動内容について、わかりやすい表現で広く周知する必要がある。         ※ 周知すべき行動内容の事例案として「「「「元気元気元気元気なななな赤赤赤赤ちゃんをちゃんをちゃんをちゃんを産産産産むためのむためのむためのむための『『『『新市民啓発新市民啓発新市民啓発新市民啓発１０１０１０１０かかかか条条条条（（（（原案原案原案原案）』」）』」）』」）』」を示した。    《実施方法》対象に応じて、学校教育、ＮＰＯ活動、オピニオンリーダーなどを活用した個別活動と、マスコミやその他の広報媒体を活用した広域活動とを、効果的に組み合わせて実施する必要がある。    《スケジュール》21 年度半ばまでに実施できるよう、準備を進めていく必要がある。 
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【妊婦健診の公費負担拡充】   札幌市では、妊婦が健診の費用の心配をせず、必要な回数（14 回程度）を受けられるように、21年度年度から公費負担の拡充を実施する。   (1) 公費負担回数及び内容の拡充（現行５回から 14回へ）    (2) 里帰り出産（市外の医療機関）への拡充    (3) 助成対象機関の助産所への拡充 
 

 

 (3(3(3(3) ) ) ) 新体制新体制新体制新体制のののの特徴特徴特徴特徴    

      助産師等が毎日行っているコーディネート業務のフローを図－１に示し

た。 

      この体制の特徴としては、次の点が挙げられる。 

     ①  毎日１９時の時点で、患者の受入れが可能な当日の二次、三次病院が

確定し、かつその情報を参加している全ての病院が共有していること 

     ②  病院側の受入れ可否の状況は、新生児科及び産科ごとに「○：空床あ

りで受入れ可能」「×：満床のため受入れ不能」「△：現在満床だが院

内の調整により受入れ可能」という三つの選択肢に簡略化し、情報収

集の所要時間を短縮化したこと 

     ③  二次、三次病院が参加する調整会議を設置し、その会議における合意

によって、患者受入れ病院を確定するためのルールを策定したこと 

     ④ 市民からの相談及び救急隊や医療機関からの照会に対して適切に対応

するため、産婦人科医の監修による「市民相談対応マニュアル」及び

「転院搬送等対応マニュアル」を作成し、体制の開始前と開始後の研

修により徹底したこと 

     ⑤  助産師として相談内容や対応方法等の判断に迷う場合には、当日の受  

入れ病院の産婦人科医に相談しその指示を受けることを徹底したこと 
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    図―１ 助産師等のコーディネートフロー（オペレーター及び相談対応） 

 

 毎日 18時～19時に、二次、三次救急病院の NICU及び産科の患者受入れ可否（空床状況）を電話で確認し、その結果を取りまとめ ［○：空床あり △：やり繰りにより受入れ可能 ×：満床のため受入れ不能］ 
 

 この結果により、当日の「第一、第二優先受入れ病院」をあらかじめ確定 
 

 確定した優先受入れ病院等の情報を、二次、三次救急病院へ還元 
 

 19時～翌７時に、2名のオペレーターが、市民からの相談や救急隊からの搬送先照会、医療機関からの転院先照会に対応 
 

 相談対応の結果、救急病院への受診が必要と判断した場合、及び救急隊や医療機関からの照会があった場合、オペレーターは搬送先となる救急病院の当直医師の指示を受け、又は受入れ可の確認を行ったうえで、搬送先の病院名を回答 
 

 救急隊又は医療機関は、紹介された搬送先の病院に対して直接受入れに関する調整を行った上で患者を搬送 
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５５５５．．．．新体制新体制新体制新体制のののの検証結果検証結果検証結果検証結果    

 

 (1(1(1(1) ) ) ) 検証方法検証方法検証方法検証方法    

① 対象期間 

平成 20年 10 月 1日～平成 21年 2月 28 日（５か月間） 

※ 新体制の検証を行う試行期間は、平成 20 年 10 月 1 日から平成 21 年

3 月 31 日までの６か月間としているが、最終報告書の作成上、報告

書に掲載する検証期間を上記のとおりとした。 

② 対象項目 

・ 産婦人科救急電話相談対応結果 

（相談件数、相談内容、対応結果 等） 

・ 二次、三次救急病院の当番状況 

（毎日の患者受入れ優先病院、未受診妊婦の受入れ当番病院） 

・ 二次、三次救急病院別の月別患者受入れ状況 

（病院別、月別の患者受入れ実績） 

・ 二次、三次救急病院の患者受入れ事例、及び救急電話相談対応事例の

うち、複数の事例 

（概要と対応結果） 

③ 検証の場 

  平成 20 年 10 月以降に開催された当協議会（第 10 回～13 回：合計４回） 

④ 評価のポイント 

・ 産婦人科の救急患者に対して、適切で迅速な医療を提供できる体制と

なっているか 

・ 二次救急医療機関の負担の軽減になっているか 

・ 三次救急医療が必要な患者を受け入れることができる医療機関を、確

実かつ迅速に確保し、救急隊や医療機関等に情報提供できているか 

・ 体調の急変やそれに伴う不安感を持つ相談者に対して、的確な助言や

情報提供ができているか 

     

《《《《一次救急医療体制一次救急医療体制一次救急医療体制一次救急医療体制のののの試行形態試行形態試行形態試行形態についてについてについてについて》》》》    

中間報告では、一次救急医療体制の整備に関して、「夜間急病センターへ

の産婦人科の開設（産婦人科医師の配置）」の必要性を具体的に検証する

ために、６か月の試行期間のうち、前半の３か月を助産師・看護師のみに
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よる患者相談対応・振分け、及び後半の３か月を産婦人科医師の追加配置

による患者対応・振分けの比較実施を予定していた。 

      しかしながら、その後、医会から「診療行為を伴わないコーディネート

のみの機能であれば、医師を手配することはできない」との回答があり、

比較実施が不可能となったことから、21 年 1 月以降の後半３か月も助産

師・看護師のみによる体制を継続して実施した。 

 

 (2(2(2(2) ) ) ) 実実実実績績績績とととと分析結果分析結果分析結果分析結果    

① 産婦人科救急電話相談対応結果（詳細は資料２：資料編４８ページ） 

【【【【相談件数相談件数相談件数相談件数】】】】    

・合計 818 件で、１日当たり 5.4 件となっている（この中には救急

隊及び医療機関からの照会も含む） 

【【【【相談時間帯相談時間帯相談時間帯相談時間帯】】】】    

  ・相談対応時間（19 時～翌日７時）のうち、19 時～22 時が 415 件

と最も多く、次いで 22 時～1 時が 214件であり、これらを合わせ

ると相談全体の 77％を占めている。 

【【【【相談者相談者相談者相談者のののの年齢区分年齢区分年齢区分年齢区分】】】】    

  ・20 代が最も多く 302 件、次いで 30 代が 262 件であり、これらを

合わせると、相談全体の 69％を占めている。 

  ・また、２０歳未満の相談は 47 件で、相談全体の 6％であった。 

【【【【相談者相談者相談者相談者のののの妊娠妊娠妊娠妊娠のののの有無有無有無有無】】】】    

  ・相談者の妊娠が判明しているのは 361件であり、相談全体の 44％

を占め、さらに「不明」の件数を除くと 52％となる。 

【【【【主主主主なななな相談内容相談内容相談内容相談内容】】】】    

  ・主な相談内容(主訴など)ごとの相談件数は、「腹痛・腹部の異常」

及び「性器出血」を合わせると 383件であり、相談全体の 47％を

占めている。 

  ・また、事後避妊処置を希望する相談が 69件あり、相談全体の 8％

であった。 

【【【【相談対応結果相談対応結果相談対応結果相談対応結果】】】】    

・相談の内容に応じて、産婦人科医の指示に基づき、二次又は三次

病院への受診を勧奨、手配したケースは 101 件であり、相談全体
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の 12％を占めている。 

・一方で、かかりつけ医があるにもかかわらず相談してきたため、

内容に応じて、改めてかかりつけ医への相談や受診を勧奨したケ

ースが 257 件あり、全体の 31％を占めている。 

  ・また、薬の服用に関する問い合わせや、医療機関の紹介依頼など

緊急の対応を必要としない相談に対して電話による回答で終了し

たケースが 155 件あり、全体の 19％を占めている。 

【【【【相談者相談者相談者相談者のののの満足度満足度満足度満足度】】】】    

  ・相談員が判断した、対応結果に対する相談者の満足度は、「満足」

と「やや満足」を合わせると 739件であり、相談全体の 90％を占

めている。 

  ・なお、「やや不満」と「不満」と判断した多くは、電話相談のみに

より病名や妊娠の有無の診断を要求するなど、本来の相談機能を

超える相談に対する相談員の回答を不満とするケースであった。 

 

 

② 二次、三次救急病院の当番状況（詳細は資料３：資料編５７ページ）） 

【【【【三次救急病院三次救急病院三次救急病院三次救急病院のののの優先病院優先病院優先病院優先病院のののの選定結果選定結果選定結果選定結果】】】】    

・第一優先病院は、ほぼ毎日確定している。 

（151 日中 149 日、確定率 99％） 

   ※10 月 29 日及び 11月 7日の２日間は、第一優先病院が確定でき

なかったため、苫小牧市立病院に対して対象となる患者が発生

した場合の NICU 受入れを要請し承諾を得た。（ただし、対象と

なる患者の発生はなかった） 

  ・第二優先病院は、５か月間のうち前半に比べ後半の方が確定する

日が多くなった。 

（10～12 月：92 日中 58 日、確定率 63％） 

（ １～2 月：59 日中 54 日、確定率 92％） 

【【【【二次救急病院二次救急病院二次救急病院二次救急病院のののの優先病院優先病院優先病院優先病院のののの選定結果選定結果選定結果選定結果】】】】    

  ・５か月間を通じて、毎日、拠点病院が受入れ体制をとっていた。 

  ・協力５病院の当番体制により、151 日中 71 日（47％）で当番病院

が配置され、拠点病院に優先して患者の受入れを行った。 
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  ・当番病院の配置は殆どが平日であり、土・日・休日は拠点病院が

受入れ体制をとっていた。 

 

③ 二次、三次救急病院別の月別患者受入れ状況（詳細は資料４：資料編 

６２ページ）） 

【【【【三次救急病院三次救急病院三次救急病院三次救急病院のののの患者受入患者受入患者受入患者受入れれれれ数数数数】】】】    

  ・三次救急病院全体での受入れ患者数は 15人であった。 

  ・優先病院として受入れ体制をとっていた当番 1 日当たりの受入れ

患者数は、６病院の平均で 0.1 人であった。 

  ・病院ごとにみると、当番日数と実際の受入れ患者数とは必ずしも

相関がないため、当番１日当たりの受入れ患者数は、病院によっ

て大きな差があった。（０人／日～0.33 人／日） 

【【【【二次救急病院二次救急病院二次救急病院二次救急病院のののの患者受入患者受入患者受入患者受入れれれれ数数数数】】】】    

  ・拠点病院及び協力病院全体での受入れ患者数は 82人であり、1日

平均 0.54 人、１病院１日当たりの受け入れ患者数は 0.37 人であ

った。 

・拠点病院の１日当たりの受け入れ患者数は 0.36人であった。 

  ・協力病院の当番 1日当たりの受入れ患者数は、５病院の平均で 0.41

人であったが、病院によって差があった。 

（0.11 人／日～0.58 人／日） 

【【【【未受診妊婦未受診妊婦未受診妊婦未受診妊婦のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ数数数数】】】】    

  ・未受診の妊産婦（自宅分娩事例を含む）の受入れ数は、二次救急

病院で３人、三次救急病院で１０人であった。（産婦人科系疾患以

外の疾患での受診は除く） 

 

④ 二次、三次救急病院の患者受入れ事例、及び救急電話相談対応事例のう

ち、５事例（詳細は資料２：資料編５３ページ）） 

【【【【事例事例事例事例１１１１：：：：市外市外市外市外のののの救急隊救急隊救急隊救急隊からのからのからのからの未受診妊婦受入未受診妊婦受入未受診妊婦受入未受診妊婦受入れれれれ要請要請要請要請】】】】    

  ・札幌市外からの患者受入れ要請に対しては、オペレーターが調整

をせずに、受入れ可能病院を伝えたうえで直接の調整するよう依

頼している。 

【【【【事例事例事例事例２２２２：：：：かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医療機関医療機関医療機関医療機関のののの対応対応対応対応】】】】    
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  ・かかりつけ医療機関から相談電話を利用するよう紹介された妊婦

からの相談に対応した。 

【【【【事例事例事例事例３３３３：：：：いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるラブホテルラブホテルラブホテルラブホテルにおけるにおけるにおけるにおける出産出産出産出産】】】】    

  ・ラブホテル内で一人で出産した未受診妊婦から相談電話があり、

当日の未受診妊婦受入れ当番病院が受け入れた（最初の相談受付

から病院選定までの所要時間は 40分。うち、救急隊からの照会か

ら病院選定までの所要時間は５分）。 

  ・なお、この母児はその後、病院側の支援を受けて、道立女性相談

援助センターの施設に入居した後、新居へ移ったとのこと。 

【【【【事例事例事例事例４４４４：：：：自宅自宅自宅自宅トイレトイレトイレトイレにおけるにおけるにおけるにおける出産出産出産出産】】】】    

  ・自宅のトイレで出産した 17 歳の未受診妊婦の収容した救急隊から

受入れ病院の照会があり、当日の未受診妊婦受入れ当番病院が受

け入れた（相談受付から病院選定までの所要時間は 10分） 

【【【【事例事例事例事例５５５５：：：：急病急病急病急病センターセンターセンターセンター受診患者受診患者受診患者受診患者へのへのへのへの対応対応対応対応】】】】    

  ・下腹痛により夜間急病センターを受診したが明確な診断がつかな

かった患者から、その後相談を受け、相談員は産婦人科医師の指

示により内科医療機関を紹介した。後日、患者は産婦人科医療機

関で「骨盤腹膜炎」と診断され治療を受けた 

 

 (3(3(3(3) ) ) ) 評価結果評価結果評価結果評価結果    

   ５か月間の実績から見ると、新体制は概ね良好に機能しているものと判断さ

れる。 

   その具体的な根拠は以下のとおりである。 

① 当日の緊急な処置が必要と判断された患者に対しては、その症状に応じ

て速やかに受入れ医療機関が手配されていること 

② 緊急な処置を要しない患者に対しては、翌日以降の医療機関への受診勧

奨等の適切な助言を行うことにより、当日の医療機関の受入れ患者数が

減少し、勤務医師の負担が軽減されていること 

※ 二次救急医療体制の拠点病院及び協力病院の医師からは、「不要不急

の患者の搬送がなくなり、全体として患者数が減少し負担の軽減に

つながっている」との評価がなされている。 

※ 三次病院の医師からは、「優先受け入れ病院があらかじめ決まること
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で、自院の受け入れ体制の要否が明確になり、精神的負担が軽減し

た」との評価がなされている。 

③ 夜間に体調不良を訴える患者からの相談に対して適切な助言や対応を行

うことで、患者の安心や満足につながっていること 

   ④ コーディネート業務を行っている助産師のスキルは高く、研修を通じて

業務の目的と内容をよく理解し、医師との連携を含めて適切な対応を行っ

ていること 

※ なお、妊婦をはじめとする産婦人科の市民相談に対しては、助産師

は、その特性を活かし、身近できめ細やか、かつ効果的な対応を行

っていると評価できる。 
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６６６６．．．．今後今後今後今後のののの課題課題課題課題とととと提言提言提言提言    

 

  新体制を進めることにより明らかになった課題と、それに対する今後の取組に関

する提言は次のとおりである。 

    

        (1) (1) (1) (1) 三次救急医療体制三次救急医療体制三次救急医療体制三次救急医療体制のののの充実充実充実充実とととと広域的対応広域的対応広域的対応広域的対応    

    三次病院のＮＩＣＵが満床で受入れ体制がとれない場合があることから、

各病院におけるＮＩＣＵ等の設備拡充を図るとともに、行政としても財政

面などの必要な支援を行うことが望まれる。 

    また、札幌市内でＮＩＣＵの空床が確保できない場合への対応策として、

市外近郊のＮＩＣＵを有する医療機関に対して受入れを要請する必要があ

る。なお、その際には相互支援体制を原則とするべきである。 

 

(2) (2) (2) (2) 二次救急医療体制二次救急医療体制二次救急医療体制二次救急医療体制におけるにおけるにおけるにおける拠点病院拠点病院拠点病院拠点病院のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減    

      二次病院のうち、拠点病院をサポートする当番病院の患者受入れ体制が

十分でない場合、拠点病院へ過重な負担がかかることから、その負担軽減

のため当番病院の追加確保を行い、患者受入れ体制の強化を図る必要があ

る。 

 

        (3) (3) (3) (3) 救急病院救急病院救急病院救急病院のののの業務全体業務全体業務全体業務全体のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減    

      二次、三次救急病院における勤務医は、もともと自院の入院患者や外来

患者への診療業務により多忙であり、そのうえで救急患者を受入れること

により一層の負担が加わることになる。 

      このため、新体制において患者の振分けが行われたことによる負担軽減

とは別に、各病院において、勤務医の負担軽減に効果のある対策を講じる

ことが望まれる。 

 

        (4(4(4(4) ) ) ) かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医をををを持持持持つつつつ患者患者患者患者にににに対対対対するするするする対応対応対応対応    

      かかりつけの医療機関がいわゆる「ビル診療所」であるなどの理由から、

夜間等の緊急時には対応できる体制をとっていないために、かかりつけ医

を持っているにもかかわらず、電話相談してくる妊婦が多い。 

このような状況を放置することは、妊婦本人や胎児へのリスクを高める

だけでなく、救急患者として受け入れる医療機関側の負担を増大させるこ
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とから、産科医療機関におけるかかりつけ患者への緊急時のサポート体制

を充実するよう働きかけるべきである。 

 

        (5(5(5(5) ) ) ) 助産師助産師助産師助産師のののの能力能力能力能力のののの活用活用活用活用    

      産婦人科救急医療体制の充実のために、産婦人科医師の不足の解消や業

務負担の軽減等の対策を進める必要があるが、その成果が現れるまでには

相当の時間を要することが予想される。 

したがって、現在の体制をより効率的に運営するために、医療機関にお

ける産婦人科医師が本来の役割に専念できるよう、また、妊婦に対するき

め細やかな対応が可能となるよう、助産師がその専門性を最大限に活かす

ことのできる場の創出と環境の整備を進める必要がある。 

 

        ((((6666) ) ) ) 未受診妊婦未受診妊婦未受診妊婦未受診妊婦のののの解消対策解消対策解消対策解消対策のののの推進推進推進推進    

      中間報告において、今後検討すべき重要課題として捉えたのが、未受診

妊婦の解消対策のあり方である。 

      妊娠後の定期的な妊婦健診の受診徹底と、受診先であるかかりつけ医療

機関の適切なケアの充実が進むことにより、異常に対する早い段階での対

応が可能になり、その結果救急医療機関の負担の軽減につながることが期

待できる。 

      協議会では、このための検討会議を開催して、「対策の範囲」、「対策の内

容」、「実施方法」及び「スケジュール」について大枠を示すとともに、特

に周知すべき行動内容の事例案として「新市民啓発１０か条（原案に１条

文を加える）」を示した。 

      札幌市においては、このような提案を活用して、必要な情報を、啓発す

べき対象に確実に届くような対策を実行することを期待する。 

 

        (7(7(7(7) ) ) ) 新新新新体制体制体制体制のののの運営実績運営実績運営実績運営実績にににに関関関関するするするする検証検証検証検証とととと評価評価評価評価のののの継続継続継続継続    

      中間報告では、新体制をスタートさせた平成 20年 10 月から平成 21 年 3

月までの６か月を「試行期間」と位置づけ、その間の運営実績を検証した

結果から、より適切な医療体制を整備することが適当とした。 

      先に述べたように、これまでの５か月間の試行結果では、新体制が概ね

良好に機能しているものと判断されたが、この間においても、当初想定し

ていなかった事例が発生したことなどにより、体制の修正や新たなルール
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の策定が必要となるなど、そのつど弾力的な対応が求められた。 

      したがって、当協議会としては、平成 21年 4月以降も、新体制の継続が

適当と判断するが、その運営は試行的性格を有するものとして、実績の検

証と評価を継続して行うべきであると考える。 

    

        (8) (8) (8) (8) オペレーターオペレーターオペレーターオペレーターのののの対応対応対応対応時間時間時間時間のののの延長延長延長延長    

                     二次、三次救急病院に搬送すべき患者は、現行のオペレーターが対応す

る時間帯以外の日中でも発生している。 

      一般に、日中における病院側の患者受入れ態勢は、夜間に比べると充実

していると思われるが、患者はもとより、医療機関や救急隊の負担軽減の

ためには、より迅速な受入れ病院の選定が望まれる。 

      したがって、オペレーターの対応時間帯を、現在の 19時～翌日 7時から

さらに延長することを期待する。 

 

        (9(9(9(9) ) ) ) 普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発のののの充実充実充実充実    

      緊急の対応を必要としない一般的な疾病相談や近隣医療機関の照会、あ

るいは育児相談などといった、電話対応で終了し、救急電話相談になじま

ない相談が一定数含まれている。 

      このような相談の存在は、女性が生活するうえで必要な、さまざまな情

報を得ることができる身近な手段を求めていることを表している。 

したがって、関係情報の照会などに対しては、救急電話相談以外の手段

により、対象者に応じた情報提供の充実を図ることが望まれる。 

 

        (10(10(10(10) ) ) ) 将来将来将来将来にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ（（（（結結結結びにびにびにびに代代代代えてえてえてえて））））    

      近年の救急医療や周産期医療の問題に対応するため、厚生労働省では、

平成 21年 1月 1日付けで、医政局指導課に「救急・周産期医療等対策室」

を設置し、また平成 21 年度予算において、各種の補助、支援事業を新規に

盛り込み、各都道府県に積極的な活用を要請している。 

      また、全国各地での産婦人科救急に関する事例が報道されることにより、

住民の関心が高まり、「安心して妊娠、出産できる医療体制」への要求が改

めて強くなってきている。 

      このような中、札幌市では、当協議会での議論を経て、平成 20年 10 月

から新たな産婦人科救急医療体制をスタートさせたが、その取組は「札幌
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方式」として、他の自治体からも注目されているところである。 

      しかしながら、産婦人科医師や新生児科医師の不足、勤務状況の過酷さ

など、体制を支えるうえで基本的な問題が容易に改善されない以上、現在

の体制の維持にとどまることなく、さらに効果的な対策を講じていく必要

があると考える。 

      札幌市では、現在進行中の「第２次札幌新まちづくり計画」において、

その政策目標の第一に、「子どもを生み育てやすく、健やかにはぐくむ街」

を掲げている。 

      中間報告でも示したとおり、市民にとって、安心できる産婦人科救急医

療体制を構築していくことは、この政策目標を実現するための重要な施策

の一つと位置づけられることから、将来に向けて、さらなる取組を求める

ものである。 

 


