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要旨 : 1996 年 1 月から 2019 年 12 月の 24 年間に仙台市立病院救命救急センターを受診した患者を対
象として，受診患者数，救急車搬入患者数，入院患者数，来院時心肺停止（cardiopulmonary arrest on
admission : CPAOA）患者数，年齢，担当診療科，病態について経年的変化を検討した．その主な結
果として，
1）受診患者数は 2007 年をピークとしてその後減少し，
最近 10 年間は 14,000 人前後，2）2019
年の救急車搬入患者数は 7,000 人を上回り，3）20-30 歳代の受診が減少し，70 歳代以上が増加，4）
外傷・呼吸器疾患の受診が減少，中枢神経疾患・循環器疾患が増加，5）救急入院患者数は年毎に増加，
6）入院率も経年的に増加，7）20 歳代の入院が減少，高齢者層で増加，8）2019 年の入院の原因疾患
としては中枢神経疾患が最多，外因性疾患は横ばい傾向，内因性疾患は増加が認められた．このよう
な経年的変化の原因として，高齢者人口の増加と交通事故の著減が大きな要因と考えられた．

が煩雑であることから，普遍性と各分野への容易

はじめに

な拡張性を両立した院内情報システム内のデータ

当院における入院患者のデータベースは，旧病

ベースは整備されていないのが実情である．一方，

院では病歴情報登録システムにより，2014 年の

救命救急センター外来受診患者のデータベース

新病院移転時からは電子カルテシステム（医療情

は，院内の医療情報システムとは独立した形で

報システム）により運用されており，診療科の横

1996 年 1 月から開始され現在に至っている3 5）．

断検索が可能となっている．入院患者については

本稿ではこの救命救急センター外来受診患者デー

国際疾病分類第 10 版 : International Classification

タベースに基づき，1996-2019 年の 24 年間にお

of Diseases 10th Revision（ICD 10） に基づいた

ける概要について述べる．

-

1）

病名登録が行われており，病名別の入院患者統計
が仙台市立病院事業概要2） に毎年掲載されてい

-

対象と方法

る．しかし，外来受診患者については診断病名に

1996 年 1 月から 2019 年 12 月の 24 年間に仙台

対して ICD-10 に基づく体系化がなされていない

市立病院救命救急センターを受診した患者を対象

こと，また当院情報システムの機能のひとつであ

として，経年的解析を行った．

る検索システム Data Ware House（DWH）の操作

救命救急センター外来受診患者データベースの
作 成 に 当 た っ て は， 各 診 療 科 か ら 提 出 さ れ た

仙台市立病院救急科
＊
あおぞら在宅診療所仙台東
＊＊
宮城県保健福祉部
＊＊＊
仙台市青葉区保健福祉センター

3-20 のある程度包括的かつ頻用する病名を登録
し，多発外傷を加えた合計 173 の病名にそれぞれ
3 桁のコード番号を対応させた．さらにこれらの
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病名コードを 23 の大分類（ICD-10 を一部改変）

外来の事務部門で行ったが，病名コードの選択，

（表）にデータベース上で自動変換させた．デー

病名の追加・訂正等は医師が行った．なお，本デー

タベースソフトはファイルメーカープロ 16 を使

タベースは救命救急センター受診 1 回につき 1

用した．

ファイルを原則としており，本稿で記述する患者

データベース入力項目としては，患者属性（氏

数は実数である．当院の病院事業概要2）等に記載

名，ID 番号，生年月日，年齢，住所）
，受診年月日，

されている救命救急センター外来受診患者数は延

入室・退室時間，再来・新患の別，担当診療科及

べ数であり，注意が必要である．ただし救急受診

び主たる診療科，傷病名，病名コード，事故種類

患者の病態が複数の診療科に亘る場合には，複数

（交通事故，傷害，労災事故，スポーツ外傷，自

診療科の診療録を作成する場合があることから，

殺企図の別）
，
来院方法
（救急車による搬入の有無，

救急受診患者の担当診療科についてのみ本項では

ヘリコプターによる搬入の有無，紹介医の有無，

延べ数で記載することとした．

直接来院，
その他）
，
転帰（救命救急センター入院，

解析項目は上記の入力項目のうち，受診患者数，

本院病棟入院，本院外来引き継ぎ，他院紹介，帰

救急車搬入患者数（ヘリコプターによる搬入を含

宅，外来死亡）
，CPAOA の有無，剖検・検視の有

む），入院患者数，入院率，年代別受診・入院患

無を入力項目とした．また，外傷入院症例につい

者数，診療科別受診・入院患者数，病態別受診・

ては重症度評価の指標である TRISS法 の各項目

入院患者数とした．

6）

を入力し，予測生存率（probability of survival :

結

Ps）を算出可能とした．
データベースへの入力作業は救命救急センター

1.

果

救急受診患者数，救急車搬入患者数（図 1）

総救急受診患者数は 12,000 人〜 17,000 人の間
表．病態分類（大分類）

で推移していた．2001 年に仙台市急患センター

1.

循環器疾患

が若林区舟丁の現在地に移転拡充したこともあ

2.

呼吸器疾患
消化器疾患

り，当院救急受診患者数は次第に増加し，2007

3.
4.

内分泌代謝疾患

5.

腎・尿路疾患

6.

血液・造血器・免疫機構の疾患

7.

脳血管性障害

8.

その他の神経疾患

3 年間は増加に転じ，2019 年はこれまでで最多の

9.

中毒

10.

熱傷

7,000 人を突破した．救急車以外の救急受診患者

11.

溺水・窒息

12.

産婦人科疾患

13.

皮膚科疾患

14.

歯科疾患

年以降は 200-240 件の間を推移している．また，

15.

眼科・耳鼻科疾患
精神科疾患

外来死亡患者数も CPAOA 患者数と同様の動きを

16.
17.

感染症，寄生虫

18.

筋・骨格系の疾患

19.

新生物

20.

先天奇形

21.

単独外傷

0-9 歳が一貫して最多であることに変化はな

22.

多発外傷
その他

かったが，2000 年代半ば以降は 20 歳代，30 歳代

23.

年には 17,000 人を超えたがその後緩やかに減少
し，最近 10 年間は 14,000 人前後である．一方，
救急車搬入患者数は 2007 年までは一貫して増加
傾向を示したが，その後は増減を繰り返し，最近

数は，2007-2010 年以降は減少していた．
2.

CPAOA と外来死亡（図 2）

CPAOA 患者数にばらつきはあるものの，2000

示 し て い た が，2005 年 以 降 は 外 来 死 亡 数 が
CPAOA 数を下回り，両者間に乖離が認められる
ようになっていた．
3.

救急受診患者の年齢構成（図 3）

の減少が顕著で，これに対し 70 歳代，80 歳代，
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外来死亡

CPAOA と救急外来死亡数

90 歳代の増加が明らかであった．直近の 2019 年

第 1 位となっていた．各診療科で年毎の増減はあ

では，0 9 歳，80 歳代，70 歳代，30 歳代，10 歳代，

るものの，最近 10 年間で明らかな増加を示して

60 歳代，20 歳代，40 歳代，50 歳代の順となって

いるのは神経内科，形成外科であり，減少が目立

いた．

つのが外科，脳神経外科，整形外科，そして内科

-

4.

救急受診患者の担当診療科（図 4）

2011 年までは小児科が最多であったが，2005
年に発足した救急科（救急部）が 2012 年以降は

であった．
5.

救急受診患者の病態（図 5）

前述の大分類（表）による病態を検討してみる
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診療科別救急受診患者数

と，外傷が最多で，次いで中枢神経疾患（脳血管

3 年間の伸びが顕著であった．一方，救急車以外

性障害を含む），消化器疾患，産婦人科疾患，循

の救急入院患者数は 2011 年以降大きく変動して

環器疾患，呼吸器疾患，熱傷・中毒・溺水の順と

おらず，これは主に救急車搬入患者の入院が増加

なっていた．増加傾向にあるのは中枢神経疾患，

したことによるものであった．
入院率（図 7）

循環器疾患であり，
逆に減少傾向にあるのは外傷，

7.

呼吸器疾患であった．

救急車搬入患者の入院率は 2014 年までは 40%

6.

救急入院患者数（図 6）

救急入院患者数は年々増加しており，特に最近

前後を推移していたが，2015 年以降は 45% 前後
と上昇していた．これに対し救急車以外の入院率

7

図 5.

病態別救急受診患者数
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非救急車

全体

救急入院患者数

は一貫して上昇傾向が認められ，結果として救急

50 歳代の横這い傾向を除いて，他の年代ではい

受診患者全体の入院率も年毎に上昇していた．

ずれも増加しており，特に高齢者層で増加が顕著

救急入院患者の年齢構成と入院率

であった（図 8）
．一方年代別救急入院率は 40 歳

8.

年代別の救急入院患者数は 0 9 歳が一貫して最
-

多であった．次いで 2011 年以降は 80 歳代，70

代以降加齢と共に上昇し，80 歳代以降では 50%
を超えていた（図 9）
．
救急入院患者の担当診療科（図 10）

歳代，30 歳代，60 歳代という順になっている．

9.

経年的変動をみると，20 歳代の減少，10 歳代と

担当診療科別の救急入院患者数は，検討期間
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を通じて小児科が最多であった．次いで最近 2

では中枢神経疾患が最多で，次いで消化器疾患，

年間では産婦人科，救急科，神経内科，消化器

産婦人科疾患，外傷，循環器疾患，呼吸器疾患，

内科，循環器内科の順であった．経年的変動を

熱傷・中毒・溺水の順となっていた．経年的変

みると，外科系の減少と内科系の増加の傾向が

動としては外因性疾病の外傷および熱傷・中毒・

顕著であった．

溺水に大きな変動は見られず，これに対し内因

10.

救急入院患者の病態（図 11）

病態別救急入院患者数をみると，最近 3 年間

性疾病の循環器疾患，呼吸器疾患，消化器疾患，
中枢神経疾患の入院患者数が年を追う毎に増加
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間に亘り宮城県内で最多であった7）．今回の検討

していた．
考

察

人口 107 万人の仙台市における唯一の自治体病
院である当院救命救急センターの救急車搬入患者
数は，調査可能であった 1987 年以降の 33 年間で
2011 年，2012 年，2015 年，2016 年を除き 29 年

対象期間である 1996 年以降の 24 年間に，当院の
救急車・救急患者受け入れに大きな影響を与えた
と思われる院内外の出来事や制度上の変化を以下
に列挙する．
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図 11.

1.

病態別救急入院患者数

DPC 制度導入

救命救急センター長回診と空床確保の取り

3.

組み

国の政策誘導に起因する在院日数の短縮とこれ

2000 年 5 月から開始された毎朝 8 時 15 分から

に伴う病床稼働率の低下，すなわち空床の増加も

の救命救急センター長回診と，同時期に活動を始

救急患者受け入れに影響を与えた．すなわち，当

めた病床活用委員会が救急患者受け入れに大きな

院は 2003 年に診断群分類包括評価（DPC）によ

役割を果たしてきた．現在では病床管理は看護部

る診療報酬算定を開始したことにより，一般病床

の役割として病床調整室が主体的にベッドコント

平均在院日数が 1996 年の 19.6 日から 2019 年に

ロールを行っており，救命救急センター病棟から

は 9.9 日と半減し，一般病床稼働率は 1996 年の

本院病棟への転出がスムースに行われ，救急患者

93.5% から 2011 年には 77.0% と低下した．その

受け入れのための空床確保が機能的に行われてい

後 2019 年までに 86.1% まで持ち直したが2），こ

る．

の稼働率低下の結果としてより多くの救急患者の

2.

仙台市急患センター開設

8）

入院を受け入れるための空床確保が可能となっ

2001 年に仙台市石名坂急病診療所が移転拡充

た．

し，新たに仙台市急患センターとして旧仙台市立

4.

病院近傍の若林区舟丁に開設され，深夜帯の診療

救急部（当初は救急専従医，現在の救急科）
発足，ドクターカー運用開始

が内科・外科・小児科の 3 科体制となり，さらに

2005 年に救急専従医が院内組織として位置付

休日日勤帯に整形外科，婦人科，眼科，耳鼻科が

けられ，前年に導入された新臨床研修医制度に

加わるようになった．仙台市急患センターは時間

よって研修医の救急部門へのローテーションが義

外救急診療の拠点として広く一次救急患者に対応

務付けられ，救急部（科）を経験した研修医やレ

する役割を果たしていることから，軽症患者の当

ジデントの意識がその後の救急患者受け入れに際

院救急センター受診抑制に大きく貢献しており，

しプラスに作用したと思われる．さらに救急外来

結果的に救急入院患者の獲得に有利に作用してい

看護師の救急診療・災害医療に対する意識が向上

ると言えよう．

したことも，救急部発足の効果と言えよう．また，
同時期に仙台市消防局との共同事業として運用を

11

開始したドクターカーも，CPAOA を含め当院へ

療構想調整会議の資料として提示されるが，救急

の重症救急患者搬送に重要な役割を果たしてき

医療はその項目の一つである．一方，地域医療構

た．

想実現のためのもう一つの梃子が診療報酬改定で

5.

仙台市病院群当番制度

あり，2016 年度の改訂10） の中に「一般病棟の重

2006 年 4 月から開始された新たな仙台市病院

症度，医療・看護必要度 A 項目に救急搬送後（2

群当番制事業は，従来は非公表とされてきた当番

日間）の患者を加える」が盛り込まれた．この結

病院名を公表し，積極的に時間外の二次救急患者

果，多くの病院が救急車受け入れに積極的となり，

を当番病院に誘導しようとする試みである．現在

全国的にも救命救急センター搬送時案のうち照会

まで徐々に各病院の当番回数が増加し，救急搬送

回数 4 回以上事案および現場滞在時間 30 分以上事

患者の受け皿としての機能も充実してきている．

案の割合が減少したことが明らかとなっている11）．

東北大学高度救命救急センター開設

さらに 2020 年度診療報酬改定では，年間救急車

6.

2006 年 10 月の東北大学高度救命救急センター

2,000 台以上を受け入れ，かつ医師の働き方改革

開設は，仙台医療圏における三次救急患者の受け

に取り組んでいる病院に入院患者一人当たり 520

入れ地図に大きな変化をもたらした．熱傷患者や

点の加算を認めており12），救急車受入の大きなイ

多発外傷患者を積極的に受け入れ，現在では当院

ンセンティブとなっている．

を含めた仙台市内 3 つの救命救急センター間の連

このような状況を基に今回の解析結果をふりか

携も年毎に深化している．東北大学における救急

えってみると，まず救急受診患者数は 2007 年以

医の養成も着実に行われており，各病院への救急

降徐々に減少し，最近は 14,000 人程度で推移し

専門医の配置も少しずつ進んできている．

ていた．その要因としては非救急車受診患者の減

7.

仙台市立病院移転新築，仙台市夜間休日こ

少と，最近の救急車搬入患者数の増加があげられ

ども急病診療所開設

る．一方，救急受診患者の入院率は，非救急車受

2014 年 11 月に新築移転した当院は，救急外来

診患者では経年的に上昇，救急車搬入患者におい

スペースを大幅に拡充，放射線診断部門を隣接し

ても最近 5 年間では明らかな上昇を示しており，

て設置し，感染症専用診察室を新たに整備すると

結果として救急入院患者は一貫して増加傾向を示

ともに救急病床を増床した．また屋上ヘリポート

していた．これは「救急車を断らない」，「救急の

を新設し，災害時の活用に備えるのみならず，ド

紹介を受け入れる」とした最近数年間における当

クターヘリ，消防ヘリ，防災ヘリ，海上保安庁ヘ

院の方針の反映でもあり，また前述の院内におけ

リによる救急患者搬送受け入れが可能となった．

る空床確保の取り組み，国による様々な誘導政策

また新病院開設と同時に，仙台市急患センターの

の結果でもあると思われる．

小児部門を新病院建物内に「夜間休日こども急病

最重症患者である CPAOA 患者の受け入れ数は

診療所」として移設したことで，二次〜三次小児

最近数年間は 200-250 件で推移していたが，仙台

救急患者の診療を担当する当院との役割分担がよ

市消防局搬送の死亡・重症事案の中では当院の受

り明確となり，互いの連携も以前にも増して良好

入が仙台市内医療機関中最多であった13）．この要

となった．

因 と し て は，1）救 急 部（ 科 ） の 発 足 に よ り，

8.

宮城県地域医療構想策定，診療報酬改定

CPAOA 患者の収容依頼を以前より積極的に受け

宮城県において 20016 年に策定された地域医療

るようになったこと，2）CPAOA 患者がたとえ外

構想9） は，2025 年の医療需要と必要病床数を推

来死亡となっても診療報酬上の優遇措置があるこ

計し，各県の医療計画の中で必要とされる高度急

と，3）2006 年から心停止後に心拍再開患者への

性期・急性期・回復期・慢性期の病床数を確保し

低体温療法が保険適応となっており，当院でも積

ていこうとするものである．この検討の中で公立

極的に低体温療法を施行し完全社会復帰症例を多

公的病院の診療機能実態がデータ化され，地域医

く経験していること，などが多数の CPAOA 患者

12

どによる高齢者の外傷事案の増加によるものと思

を受け入れている背景と考える．
救急受診患者の年齢構成では，0-9 歳が最多で

われた．同様に呼吸器疾患による救急受診患者が

あり，減少傾向にあるものの現在も 3,700 3,800

急激に減少しているにもかかわらず，救急入院患

人を維持している．このように少子化の影響があ

者の減少が認められなかったのは，小児の喘息や

る程度食い止められているのは，仙台市における

肺炎症例の減少を上回る高齢者の誤嚥性肺炎や慢

小児救急医療の受け皿が当院と宮城県立こども病

性閉塞性肺疾患等の増加によるものと思われた．

院に集約化されてきたことが大きな要因と思われ

循環器疾患や中枢神経疾患は救急受診・入院患者

る．一方，70 歳以上の受診患者の増加は高齢化

数ともに増加しており，高齢者人口の増加を背景

の進展を表現しており，20 30 歳代における減少

としていることが示唆された．

-

-

傾向は交通事故を始めとする外傷件数の減少14）

おわりに

に起因すると思われた．
年代別の入院率をみると，
ほぼすべての年代で入院率は年毎に上昇し，結果

新仙台市立病院建設に先立って行われた市民ア

として 50 歳代を除く 30 歳代以上の年代層で救急

ンケートで，仙台市民が当院に最も期待する役割

入院患者が増加しており，特に 70 歳以上の高齢

のひとつは救急医療であった15）．振り返れば昭和

者で増加傾向が顕著であった．しかし，入院率の

5 年（1930 年），当時の経済的不況の中で，
「医療

上昇にもかかわらず，20 歳代では救急入院患者

を受くるに貧しき人々」を対象とした社会施策と

は減少していたが，これはやはり外傷件数の減少

して当院は創立された．90 年後の現在において

が要因と思われた．

も，この創立の理念は，民間では採算が見込めな

救急受診患者の担当診療科は，診療科の新設，

い救急医療，小児医療，身体合併症精神科救急医

各診療科スタッフの交代による専門性の変遷など

療，感染症医療，災害医療等の政策的医療遂行を

の要因に加え，
仙台医療圏における他病院の動向，

基本的なミッションとする当院の基本的方針とし

少子高齢化や外傷発生数の減少等の社会情勢の変

て連綿と受け継がれている．一方で，所謂「働き

化にも影響されるのが実情である．外科系の減少

方改革」の実現と質の高い医療提供を如何に両立

は救急受診患者数のみならず救急入院患者数でも

させるか，今後の医療界に科せられた課題には極

同様に認められたが，これは前述の外傷事案の減

めて大きいものがある．それでもなお日々の救急

少と救急科の肩代わりによるものと思われる．一

医療の中で，当院での医療を必要とする 1 人でも

方，神経内科患者の増加は救急受診患者数および

多くの救急患者を受け入れ，市民の負託に応える

入院患者数においても顕著であったが，これは脳

ことが当院救命救急センターの最大の使命である

卒中の初療担当窓口が神経内科に一本化されたこ

ことを強調しておきたい．

と，また高齢者の増加による脳梗塞患者の増加に
よるものと考えられた．形成外科患者の増加は，
従来外科・整形外科・脳神経外科で対応していた
顔面，四肢を含む表在性損傷の総合的診療が，新
病院移転時に新設された形成外科にシフトしたこ
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