
第６節　救助・救急体制等の整備

縡　救助活動及び救急業務の実施状況

（1）　概要

ア　救助活動の実施状況

　平成15年中における全国の救助活動実施状況は，

救助活動件数５万1,810件，救助人員５万2,301人で

あり，これを前年比較すると，救助活動件数は

1,396件（2.8％）増加しており，救助人員は23人

（0.0％）増加している（第1‐26表）。

イ　救急業務の実施状況

　平成15年中における全国の救急業務実施状況は，

ヘリコプターによる出場件数を含め，483万2,900件

で，前年と比較し，27万4,951件（6.0％）増加して

いる。また，搬送人員は，457万7,403人で，前年と

比較し，24万5,486人（5.7％）増加している。
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（3）　飲酒検知拒否に対する罰則の引上げ

　飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げることとされた。

２　施行（平成16年11月１日）後の状況

（1）　取締り状況（施行後５か月）

平成16年11月～平成17年３月 前年同期比

※携帯電話等使用等禁止違反（保持） 11万4,627件 ―

飲酒検知拒否 207件 ＋25件

共同危険行為等 110件1,434名
（うち現行犯逮捕97名）

＋27件
＋30人

うち改正規定適用のもの 83件600名
（うち現行犯逮捕97名）

―

騒音運転等 73件 ―

消音器不備 1,131件 －84件

（2）　運転中の携帯電話使用に係る交通事故の発生状況（施行後２か月）

平成16年 平成15年

11月 12月 11月 12月

事故件数（件） 108 109 202 221

死者数（人） 2 2 1 5

負傷者数（人） 136 139 308 280

第1‐26表 救助活動件数及び救助人員の推移

注　消防庁資料による。

区分

年

救助活動件数 救助人員

件　数 対前年増減率 うち交通事故に
よる件数　　　 人　員 対前年増減率 うち交通事故に

よる人員　　　

件 ％ 件 人 ％ 人

平成11年 42,548 11.3 19,669 44,081 9.0 25,645

　　12　 46,104 8.4 21,705 53,247 20.8 28,738

　　13　 49,271 6.9 22,335 51,317 －3.6 29,519

　　14　 50,414 2.3 20,778 52,278 1.9 28,057

　　15　 51,810 2.8 20,414 52,301 0.0 26,646

※平成16年11～12月は都道府県の特別調
査結果による。

　平成17年１月～３月は警察庁の独自集
計結果による。



　また，救急自動車による出場件数は，全国で１日

平均１万3,235件，約6.5秒に１回の割合で救急隊が

出場し，国民の約28人に１人が救急隊によって搬送

されたことになる。

（2）　交通事故に対する活動状況

　平成15年中の救助活動件数及び救助人員のうち，

交通事故に際して救出困難な者が生じた場合（自力

で車外に脱出できない者が発生した交通事故）に，

消防機関が警察との連携，協力の下に救助用装備・

資機材を用いて救助活動に当たったものは２万414

件で，救助人員は２万6,646人となっており，それ

ぞれ全体の39.4％，50.9％を占めている。

　また，平成15年中における救急自動車による救急

出場件数483万813件，搬送人員457万5,325人のう

ち，交通事故によるものは，それぞれ66万2,542件

（13.7％），72万6,452人（15.9％）となっており，

急病に次いで第２位を占めている（第1‐27表）。

縒　救助・救急体制の整備

（1）　救助体制の整備・拡充

　平成16年４月１日現在，救助隊は全国886消防本

部の96.0％に当たる851消防本部に1,494隊設置され

ており，救助隊員は２万4,262人となっている。救

助隊を設置している消防本部の管轄対象となってい

る市町村は，全国3,101市町村の94.9％に当たる

2,942市町村となっている。

　また，交通事故に起因する救助活動の増大及び事

故の種類・内容の複雑多様化に対処するため，救助

工作車等救助資機材の計画的な整備を引き続き推進

し，救助活動の円滑な実施を期する。

（2）　救急現場及び搬送途上における応急処置等の充

実

　交通事故等に起因する負傷者の救命効果の向上を

図るため，救急救命士の養成及び配置等の促進，一

般の救急隊員の行う応急処置等の充実，高規格救急

自動車・高度救命処置用資器材等の全国的な整備等

を推進した。また，医師の指示又は指導・助言の下

に救急救命士を含めた救急隊員による応急処置等の

質を確保するメディカルコントロール体制の充実を

図った。

（3）　救急業務実施市町村の拡大

ア　救急業務実施市町村

　救急業務実施市町村数は，平成16年４月１日現

在，3,048市町村（696市，1,853町，499村）となっ

ている。この結果，全3,101市町村のうち，98.3％

の市町村で救急業務が実施されたこととなり，全人
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第1‐27表 救急自動車による救急出場件数及び搬送人員の推移

注　消防庁資料による。

区分

年

救急出場件数 救急搬送人員

件　数 うち交通事故に
よる件数　　　

全件数に対する
割合　　　　　 人　員 うち交通事故に

よる人員　　　
全人員に対する
割合　　　　　

件 件 ％ 人 人 ％

平成11年 3,930,024 646,057 16.4 3,759,996 725,947 19.3

　　12　 4,182,675 681,154 16.3 3,997,942 761,714 19.1

　　13　 4,397,527 687,516 15.6 4,190,897 765,733 18.3

　　14　 4,555,881 670,698 14.7 4,329,935 742,732 17.2

　　15　 4,830,813 662,542 13.7 4,575,325 726,452 15.9

第1‐28表 救急業務実施体制

注　消防庁資料による。

区分 実施市町村数 救急隊数
救急隊員数 救急自動車

保有台数専任 兼任 計

人 人 人 台

平成16年4月１日 3,048 4,711 17,428 40,508 57,936 5,636

平成15年4月１日 3,136 4,649 16,976 40,992 57,968 5,574

対 前 年 増 減 数 －88 62 452 －484 －32 62

対前年増減率（％） －2.8 1.3 2.7 －1.2 －0.1 1.1



口の99.9％がカバーされている（第1‐28表）。

イ　救急業務実施体制

　平成16年４月１日現在の救急隊数は4,711隊，救

急隊員は５万7,936人であり，そのうち救急救命士

として運用されている救急隊員は１万3,505人であ

る。また，救急自動車の保有台数は5,636台で，そ

のうち，高規格救急自動車の台数は3,637台となっ

ている。

（4）　高速自動車国道等における救急業務実施体制の

整備

　高速自動車国道における救急業務については，交

通安全基本計画の定めるところにより日本道路公団

が道路交通管理業務と一元的に自主救急として処理

するとともに，沿線市町村においても消防法の規定

に基づき処理すべきものであり，両者は相協力し

て，適切かつ効率的な人命救護を行うこととなって

いる。

　現在，高速自動車国道すべての区間における救急

業務は市町村の消防機関が実施しており，沿線市町

村においては，インターチェンジ近くに新たに救急

隊を設置するなど，救急業務実施体制の整備を促進

している。

　日本道路公団においては，インターチェンジ所在

市町村等に対し財政措置を講じている。

　このほか，本州四国連絡道路（瀬戸中央自動車道

及び神戸淡路鳴門自動車道）においても，本州四国

連絡橋公団が同様に関係市等に財政措置を講ずると

ともに，関係市等においても救急業務に万全を期し

てその実施体制の整備を行っている。

（5）　救助・救急設備等の整備

　救助活動の実施に必要な救助工作車及び救助資機

材の整備に対して国庫補助を行い，救助活動体制の

整備促進を図った。救急救命士が救急救命処置等を

実施するために必要な高規格救急自動車及び高度救

命処置用資器材の整備に対しては，地方交付税措置

を行うとともに，救急業務高度化資機材緊急整備事

業を推進した。

　また，消防防災ヘリコプターの全国配備を促進

し，平成16年度には45都道府県で配備されるととも

に救急業務におけるヘリコプターの積極的活用を推

進した。

　さらに，救急医療機関等へのアクセスを改善する

ため，高速自動車国道のサービスエリア等において

救命活動支援ヘリポートの供用を行った。

（6）　救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実

　交通事故現場での活動については，より高度かつ

専門的な知識と技術が要求されることから，消防学

校等における救助隊員，救急隊員に対する教育内容

の充実を図っている。また，消防本部においても年

間の訓練計画等に基づき職場教育を定期的に実施し

ている。

（7）　救急救命士の養成

ア　救急救命士制度

　医師の指示の下に，搬送途上において心肺機能停

止状態の患者に対して行う静脈路確保及び気道確保

等の救急救命処置を行う救急救命士は，平成16年12

月末現在で，２万7,365人が資格を取得しており，

搬送途上の医療の確保が図られている。

　また，資格を取得した救急救命士に対し，救急救

命処置を行うために必要な知識・技術の向上を図る

ための研修事業を実施しているほか，救急救命士養

成所専任教員講習会を行い，指導者の養成にも努め

た。

イ　救急救命士資格取得救急隊員の養成

　救急隊員に救急救命士資格を取得させるための教

育訓練を，各都道府県からの出捐金により設立され

た（財）救急振興財団の救急救命東京研修所等や政

令指定都市等が設置している救急救命士養成所にお

いて約1,400人に対し行った。

（8）　応急手当の普及

　交通事故による負傷者の救命を図り，また，被害

を最小限にとどめるためには，救急救助体制及び救

急医療体制の整備・充実のほか，事故現場に居合わ

せた人が負傷者に対する迅速かつ適切な応急手当を

行えるようにすることが重要であり，広く応急手当

の普及を図る必要がある。

　このため，自動車運転者については，普通免許，

大型二輪免許，普通二輪免許，大型第二種免許又は

普通第二種免許を受けようとする者に対して，応急

救護処置（交通事故現場においてその負傷者を救護
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するため必要な応急の処置）に関する講習の受講が

義務付けられている。

　なお，大型第二種免許又は普通第二種免許を受け

ようとする者に対して行う応急救護処置に関する講

習は，第一種免許に係る講習以上に高度な内容と

なっている。さらに，指定自動車教習所の教習カリ

キュラムに応急救護処置に関する内容が盛り込まれ

ている。

　我が国共通の心肺そ生の指針を踏まえた「応急手

当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」に基づ

き，平成15年中に行われた応急手当指導員（消防機

関の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導者）

養成講習の修了者数は7,979名，応急手当普及員

（主として事業所等の構成員に対して行う普通救命

講習の指導者）養成講習の修了者数は8,983名で

あった。

　また，地域住民に対する応急手当普及啓発活動に

ついては,普通救命講習が108万1,946名，上級救命

講習が６万1,746名受講し，平成15年中の受講者は

昨年に引き続き100万人を突破した。

　学校においては，学習指導要領に基づいて，中学

校，高等学校の保健体育科の中で，生徒に対して心

肺そ生法等の応急手当について指導するとともに，

教員に対しては，心肺そ生法の実習を含む各種講習

会を開催した。

　さらに，（社）日本交通福祉協会は，安全運転管

理者，運行管理者等を対象に，実技指導を主体とす

る交通事故救急救命法教育講習会を全国的に実施し

ており，平成16年度は47回，3,611人を対象に行っ

た。

（9）　緊急通報システムの拡充

　交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期

救出及び事故処理の迅速化のため，新交通管理シス

テム（UTMS）の構想等に基づき，衛星を利用した

位置測定を行うGPS技術を活用することにより，自

動車乗車中の事故発生時等に携帯電話等を通じてそ

の発生場所等の情報を即時かつ正確に緊急通報し，

救命率の向上等を図る緊急通報システム（HELP）

の普及を図った。

　また，緊急車両が現場に到着するまでのリスポン

スタイムの縮減及び緊急走行時の交通事故防止のた

め，緊急車両優先の信号制御等を行う現場急行支援

システム（FAST）の整備を図った。

縱　救急医療体制の整備

（1）　救急医療機関等の整備

　救急医療施設の整備については，救急隊により搬

送される傷病者に関する医療を担当する医療施設と

しての救急病院及び救急診療所のほか，初期，二次

及び三次の救急医療施設と救急医療情報センターか

らなる体制の体系的な整備を推進している。

　救急病院及び救急診療所は，厚生省令に定める基

準に基づいて都道府県知事が告示することとなって

おり，平成16年４月１日現在の救急病院及び救急診

療所は，全国で4,855箇所となっている。

　平成16年度の予算額は，関連経費を含め総額144

億円を計上しており，その主な内容は，次のとおり

である。

ア　救急医療施設の整備

（ア）　初期救急医療施設の整備

　初期救急医療体制は，地方公共団体等に設置する

休日夜間急患センター及び地域医師会で実施してい

る在宅当番医制からなり，休日夜間急患センターに

ついては，平成15年度末までに，510箇所整備され

ており，在宅当番医制については，683地区の整備

を行った。

（イ）　第二次救急医療施設の整備

　入院治療を必要とする重症救急患者を受け入れる

第二次救急医療体制は，二次医療圏（おおむね都道

府県を数地区に分割した区域）を単位とする病院群

輪番制及び共同利用型病院方式からなり，平成15年

度末までに，それぞれ399地区，11地区の整備を

行った。

　また，初期救急医療及び第二次救急医療体制を支

援する小児救急医療支援事業として，15年度末まで

に124地区の整備を行った。

（ウ）　第三次救急医療施設の整備

　重傷及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤

救急患者の救命医療を担当する24時間診療体制の救

命救急センターについては，平成16年度末までに

80

第１編　陸上交通　第１部　道路交通



177箇所の整備を行った。

　また，救命救急センターのうち広範囲熱傷，指肢

切断，急性中毒等の特殊疾病患者に対応する高度救

命救急センターについては，平成16年度末までに16

箇所の整備を行った。

イ　救急医療情報システムの整備

　救急医療施設の応需体制を常時，的確に把握し，

医療施設，消防本部等へ必要な情報の提供を行う救

急医療情報センターについては，平成16年度末まで

に42箇所の整備を行った。

ウ　救急医療設備の整備

　交通事故の被害者救済の充実強化を図るため，全

国の公的医療機関等の救急医療機器の整備に関し，

自動車損害賠償保障事業特別会計から補助を行って

いる。平成15年度は14施設に対し，５億６百万円の

補助金を交付した。

（2）　緊急医療担当医師・看護師の研修等

　救急医療を担当する人材を確保するため，救急医

療を担当する医師及び看護師を対象に，救急医療に

第７節　損害賠償の適正化と被害者対策の推進

縡　自動車損害賠償保障制度の充実等

　自動車損害賠償保障制度は，自動車の事故による

損害賠償の基本保障を担保する強制保険である自動

車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

（以下「自賠責保険」という。），ひき逃げ及び無保

険車による事故の被害者に対するてん補を行う政府

の自動車損害賠償保障事業（以下「保障事業」とい

う。），保険料の運用益を活用した被害者救済対策事

関する講習及び実習を関係団体に委託して実施し

た。

（3）　ドクターヘリ事業の推進

　緊急現場，搬送途上における医療の充実を図るた

め，早期治療の開始と迅速な搬送を行うドクターヘ

リ（医師が同乗する救急専用ヘリコプター）事業を

創設し，平成16年度末までに，７県８箇所の救命救

急センターにドクターヘリが配備された。

縟　救急関係機関の協力関係の確保等

　救急業務の円滑な実施や救急隊員への教育訓練体

制の整備等を図り，消防機関と医療機関の連携を強

化するため，関係機関の恒常的な協議の場である協

議会の設置を推進した。特に，都道府県単位，各地

域単位におけるメディカルコントロール協議会の充

実により，救急救命士を含む救急隊員の活動に必要

な医師の指示・指導・助言体制の確立や臨床実習等

の支援体制が確保されるよう努めた。

業及び交通事故防止対策事業（以下「被害者救済対

策等」という。）により交通事故被害者の保護に大

きな役割を担っている。

　自動車事故件数及び交通事故死傷者数は近年増加

傾向にあり，平成11年度から15年度の自賠責保険の

支払件数及び支払額は，それぞれ10.5％，5.6％増

加している（第1‐29表）。
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第1‐29表 自賠責保険・自賠責共済の保険金支払件数及び支払額の推移

注　１　損害保険料率算出機構，全国共済農業協同組合連合会資料による。
　　２　死亡欄の支払保険金・共済金は，死亡に至るまでの傷害を含む金額である。
　　３　後遺障害の支払保険金・共済金は，後遺障害に至るまでの傷害を含む金額である。

年　度
死　亡 傷　害 後遺障害 合　計

件数 平均支払額 件数 平均支払額 件数 平均支払額 件数 総支払額

件 千円 件 千円 件 千円 件 百万円

平成11年度 10,164 23,551 1,106,204 409 47,440 4,836 1,163,808 920,755

12 9,639 23,944 1,153,965 406 52,533 4,669 1,216,137 944,250

13 9,130 24,038 1,189,737 406 52,885 4,618 1,251,752 946,466

14 9,080 23,759 1,203,363 399 60,821 4,515 1,273,264 970,889

15 8,567 24,092 1,212,507 397 65,397 4,343 1,286,471 972,085
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