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救急係

大切なのは、一歩を踏み出す勇気です。

心肺蘇生の
手順

反応がない

応援の要請、119番通報、AED要請

普段どおりの息をしているか
していない

回復体位

している

A E D が 届 い たら
①すぐに電源を入れる。
②胸を確認して、パッドを貼りつける。
③自動的に心電図を調べ始める。

胸骨圧迫30回
気道を確保して

必要なし

人工呼吸２回

電気ショックは必要か？
（AEDが判断）

必要！

繰り 返す

点滅しているボタンを押す

電気ショック
２分後、③に戻る

救急隊があなたの横に来るまで、目的のある反応が出るまで

（手を払いのける、顔をしかめるなど）

対

象

圧迫の場所

成人
（16歳以上）

圧迫の方法

圧迫の深さ

両手

約５cm

指２本

胸の
厚さの
約1/3

胸の真ん中
（胸骨の下半分） 両手または
小児
片手
（1歳以上16歳未満）
乳児
（１歳未満）
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両乳頭を結ぶ
線の少し足側
（胸骨の下半分）

胸骨圧迫と人工呼吸
胸骨圧迫
30回
100～120回／分

AEDパッド
成人用
（小学生以上）

人工呼吸
小児用
２回
なければ成人用
１回に１秒かけて
（未就学児）
胸が軽く膨らむ程度

1 救急蘇生法について
みなさんが 行う救急蘇生法は、
「一次 救 命 処置」と

救急蘇生法

「ファーストエイド（first aid）
」の二つにわかれます。
（図１）
一次救命処置とは、突然の心停止や、これに近い状態
になった人を社会復帰に導くための方法を言います。一

ファーストエイド

一次救命処置

次救命処置を行うのに特別な資格はいらないので、みな
さんの誰でも行うことができます。救急救命士や医師が
医療資器材を使って行う「二次救命処置」よりも、
「一次

気道異物除去

心肺蘇生

AED

胸骨圧迫

人工呼吸

救命処置」は命を守るために大きな役割を果たします。
ファーストエイドとは、一次救命処置をのぞく、急な
病気やけがをした人を助けるために行う最初の行動を言
います。ファーストエイドによって命を守り、苦痛を和ら

（図１）救急蘇生法の概念図

げ、それ以上の悪化を防ぐことを期待できます。

2 救命の連鎖と市民の役割

救急隊が電気ショックを行った場合

119番通報をして救急車が現場に到着するまでに、

社会復帰

19%

全国平均で8.6分（平成26年）かかります。出動状況に
よっては、それ以上の時間がかかることもあります。
この間、なにも手当をせず、ただ待っているだけで

81%

は、その命を助けることはできません。
右のグラフ（表１）は心肺蘇生とAEDによる電気
ショックを行った場合の救命の可能性を示しています。

市民が電気ショックを行った場合

救急隊到着までなにもしないでいると、社会復帰率が
大きく下がるのがわかります。
救命の連鎖（図２）は、心停止におちいる原因にな

社会復帰

るおもな病気やけがを予防し、急変したときには傷病

57%

者を救命し、社会復帰させるために大切な行動の一連

43%

の流れを示しています。鎖の一つ目から三つ目までは、
市民のみなさんの役割です。意外にも、救急隊や医師

（表１）１か月後社会復帰率

の役割は、最後の四つ目の鎖だけなのです。みなさん
の役割がとても大切であることがおわかりいただける
でしょう。

心停止の予防

早期認識
と
早期通報

一次救命処置 二次救命処置
と
心肺蘇生
集中治療
と AED

（

）

（図２）救命の連鎖
※救急蘇生法の指針2015（市民用）より引用、改変
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3 心停止の予防
しんきんこうそく

１）心筋梗塞

心筋梗塞による急性期の死亡は発症後24時間以内に

最も多く、更にその半数は発症後1時間以内です。治療
を早く開始するほど、生存率は高くなります。急性心

重苦しい
痛みの表現

筋梗塞は、安静にしたり、ニトログリセリン（狭心症
の薬）を使ったりしても、症状は治まりません。最近
は、急性心筋梗塞に対する新しい治療法が開発され、

（表２）心筋梗塞の痛みの特徴

冷や汗

を発症してから２時間以内に治療できれば、心筋を救
その他の症状

ため、より効果的な治療を受けるためにも、早く救急

ほう さん つう

部分から離れた場所に出る痛みのこと）
（表２，３）
のうそっちゅう

２）脳卒中

脳出血・くも膜下出血・脳梗塞などをまとめて、脳

頭痛
顔
手足

卒中と呼びます。
言葉

①脳出血・脳梗塞
どちらも症状が似ているので、精密検査を受けない
と区別できません。症状は、片方の手足や顔半分の麻

強い気分不良

（表３）心筋梗塞のその他の症状

ほかに顎や歯、左肩、左の二の腕、背中にも出ること
（悪い
があります。それらの痛みを放散痛と呼びます。

吐き気・嘔吐
息苦しさ

車を呼んで専門病院を受診しなければなりません。
痛みは必ずしも胸だけに出るとは限りません。胸の

圧迫される
焼けつくような感じ

救命率が飛躍的に高まりました。普通、急性心筋梗塞
うことができる効果が大きいと言われています。その

締めつけられる

今まで経験したことがない頭痛
バットで殴られたような頭痛
左右対称でない
片方だけ力が入りづらい
片方が動かない
不明瞭、理解不能な言葉
しゃべれない
（表４）脳卒中の症状

痺、呂律が回らない、などさまざまです。
（表４，図３）
頭痛がないこともあります。脳梗塞は、発症後4.5時間
けっ せん よう かい やく

以内であれば血栓を溶かす薬（血栓溶解薬）を注射す
ることで脳血流の再開を試み、約１/ ３の患者で後遺
症を軽減できると言われています。そのため症状が始
まった時間を確認することが重要です。
（例：発症時に
放送されていたテレビ番組、普段どおりの話し方であ
ることを確認できた最後の携帯電話での通話履歴など）
②くも膜下出血
代表的な症状は、突然起こる今まで経験したことの

（図３）脳卒中の症状

心筋梗塞・脳卒中を疑ったら
１１９番通報するか、専門病

ない激しい頭痛です。
「 バットで殴られたような痛み」

院をすぐに受診しましょう！

と表現されることがあります。２度目の出血がたいへ

※発 症時間は治療の方針を決め

ん危険と言われていますので、安静にして救急車の到
着を待ってください。

る大切な情報です。症状が出
始めた時間を確認しておいて
ください。
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３）お風呂での心停止

お風呂での心停止は誤って溺れるだけでなく、病気

（心筋梗塞や脳卒中など）
が原因で起こる事があります。
特に冬場は、夏場よりも10倍も心停止が起こりやすく
なります。高齢者や、心臓などに持病がある方などは、
以下の点に特に気をつけてください。
①冬季は浴室、脱衣所、廊下をあらかじめ温めてお
きましょう。
②飲酒後、または眠気を催す薬を服用後の入浴は避
けましょう。
③長時間の入浴や、熱いお湯は避けてください。肩
まで浸からないようにしましょう。

Break
「心肺蘇生における法と倫理」

心肺蘇生と法
善意の気持ちで心肺蘇生を行いたい
のに、うまくいかなかった場合に罪に
問われることを恐れて、心肺蘇生をた
めらう人がいますが、心配いりません。
民法第698条「緊急事務管理」は、
悪意または重大な過失がない限り、救

④こまめに水分補給をしましょう。

助者が処置対象者から損害賠償責任を

⑤入浴中は、まわりの人が時折声をかけましょう。

問われることはないと解釈されます。

４）熱中症

熱中症は、屋外で生じる以外にも、屋内での日常生

活で高齢者がかかることが増えています。特に、一人暮
らしや、認知症、精神疾患、心臓病、糖尿病などの持
病がある方は熱中症で死亡する危険が高まります。過度

刑法第37条では、緊急避難行為に
よって「害が生じても、避けようとし
た害の程度を超えなかった場合に限り
罰しない」とされています。
医師法第17条では、
「 医師でなけれ

の運動を避け、水分と塩分をこまめにとることを心掛け

ば、医業をなしてはならない」とされ

てください。エアコンがあれば適切に使いましょう。

ていますが、たまたま居合わせた市民

５）こどもに特有の問題

けが、溺水、窒息などは、こどもの心停止の原因とし

て重要です。
①けが
車に乗るときはチャイルドシート、シートベルトを
きちんと着用し、自転車に乗るときはヘルメットを着
用しましょう。
②溺水

が一次救命処置やファーストエイドを
行うことは医業にはあたりません。厚
生労働省は、市民によるAEDの使用
は反復継続する意図がないものと認め
られるため、医師法違反にはならない
との見解を示しています。

終末期における意思表示

海や川のレジャーで水に入るときは、必ず大人が一

「終末期の癌なので、心停止になっ

緒に入りましょう。天候の悪い日は控えましょう。こ

ても蘇生処置を受けず、安らかに眠り

どもはお風呂での溺水も多いです。腰より低い水位で

につきたい」

も溺れます。浴室に一人にせず、目を離さないように

このような理由で、心肺蘇生を望ま

しましょう。転落防止のため、浴槽には厚く硬い蓋を

ない方がおられます。そう願う方が心

し、残し湯をしないようにしましょう。

肺停止状態になったとき、意思表示が

③窒息

明らかでないために、望んでいない心

３歳児の口に入る大きさは最大径約４㎝と言われま

肺蘇生を受けるということは、決して

す。小さな物は手の届かないところに置きましょう。

まれなことではありません。いざとい

食べ物では、ミニトマト、ブドウを与えるときは小さ
くし、ピーナツ、飴などを与えるのは控えましょう。

予防がとても大切です！

うときのため、事前に家族やかかりつ
け医と十分に話し合い、本人の意思を
確認しておくことが大切です。
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4 心肺蘇生の手順
１）反応を確認する

①倒れている人（傷病者）の周囲の状況を確かめます。
（安全確認）
②傷病者の肩をやさしく叩きながら、大声で呼びかけ
ます。
（図４）
※けいれんのような動きは
「反応がない」と判断します。
※反応（目を開ける、なんらかの応答、目的のある反
応）がある場合には、状況に応じた体位をとらせま
す。
（14ページ参照）

（図４）

２）大声で叫び、応援を呼ぶ
傷病者に反応がない場合、

「誰か来てください！

人が倒れています！」

などと叫び、周囲に注意を喚起します。
（図５）

（図５）

３）119番通報をして、AEDを手配する

周囲に協力者がいる場合、協力者を指し示して、

「あなた、119番通報をお願いします」
「あなた、AEDを持ってきてください」
などと具体的に依頼します。
（図６）
※誰 も協力者がいないときは、心肺蘇生を始める前
に、あなたが119番通報をし、近くにAEDがあれば
取りに行きます。

（図６）
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４）呼吸を見る（呼吸の確認）

①呼吸の確認は、胸と腹部の動きを見ます。
（図７）
②普段どおりの呼吸があるかどうかを、10秒以内で確
認します。
③胸と腹部が動いていない場合、または約10秒かけて
も判断に迷う場合は、呼吸がないものと判断します。
※死戦期呼吸（しゃくりあげるような、途切れ途切れ
の呼吸）は、普段どおりの呼吸ではありません。

５）胸骨圧迫を行う

①圧迫部位 ⇨ 胸 の真ん中（左右の真ん中で、かつ、
上下の真ん中）
（図８）
※正確には、胸の真ん中にある「胸骨」という縦に

（図７）

長い平らな骨の下半分です。
②圧迫方法（図９,10,11）
成人 ⇨ 両手で傷病者の胸が約５㎝沈み込む程度
小児 ⇨ 両手または片手で傷病者の胸の厚さの約
１/ ３沈み込む程度
③圧迫のテンポ ⇨ 100～120回/分の速さ
④圧迫回数 ⇨ 30回
※十 分な圧迫と解除（手のひらが胸から浮かない程
度に素早く手を戻す）で、
「強く、速く、絶え間なく」
を意識します。

（図８）

※周りに交代できる人がいれば、１～２分間を目安
に交代してください。交代する時間が最短になる
ように努めてください。

（図９）

（図10）

（図11）
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６）人工呼吸を行う

胸骨圧迫を30回したあとは、人工呼吸を２回行います。

①気道確保
片手を額に当て、もう一方の手の人差し指と中指
を、あごの先端の骨に当てます。
そして頭をやさしく後ろに反らせます。
（図12）
②人工呼吸
気道を確保したまま、額に当てた手の指で、傷病者
の鼻をつまみ、自分の口を大きく開けて傷病者の口を
おおい、傷病者の胸が上がるのがわかる程度まで息を
吹き込みます。
（図13，14，15）
※１回に１秒をかけて、２回吹き込みます。
肘を地面や床につけると、人工呼吸をしたときに胸
の上がりがよくわかります。

（図12）

※うまく胸が上がらなくても、吹き込みを2回以上試み
ることはしません。
※人工呼吸の仕方がわからないときや、手もとに感染
防護具がなく、口と口とが直接触れるのをためらう
ときは、人工呼吸をせず胸骨圧迫のみを続けてくだ
さい。ただし、窒息、溺水、子どもの心停止、目撃
のない心停止、心肺蘇生が長引いている場合などで
は、人工呼吸と胸骨圧迫を組み合わせた心肺蘇生を

（図13）

行うことが望まれます。血液などに触れない限り、
口対口人工呼吸による感染の危険性はきわめて低い
ので、直接口に触れて人工呼吸を行っても構いませ
ん。手もとに感染防護具がある場合は使用します。

７）心肺蘇生を続ける

胸骨圧迫30回と人工呼吸２回（この組み合わせを「心

肺蘇生」と言います）を絶え間なく続けます。
傷病者が普段どおりの呼吸を始める、あるいは目的
のあるしぐさ（手を払いのける、顔をしかめるなど）
が認められるまで、あきらめずに心肺蘇生を続けます。

（図14）

※心肺蘇生を行っている途中で救急隊員など熟練した
救助者が到着しても、心肺蘇生を中断しないでくだ
さい。救急車のサイレン音が聞こえるなどしても、
救急隊を呼びにその場を離れたりしないでください。

（図15）
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5 AED使用の手順
AED＊1は、音声メッセージとランプで、するべきこ
とを指示してくれますので、指示にしたがい操作しま
す。AEDによる心電図の解析や、電気ショックなど、
やむを得ない場合をのぞいて、心肺蘇生をできるだけ
絶え間なく続けることが大切です。
＊1

automated external defibrillator（自動体外式除細動器）

（図16）

１）AEDを持ってくる（図16）
２）AEDを準備する

心肺蘇生を行っている途中でAEDが到着したら、す

ぐにAEDを使う準備をします。
（図17）
※AEDを使う対象となる傷病者の年齢には制限があり
ません。赤ちゃんにも使えます。

３）AEDの電源を入れる

AEDの電源を入れます。
（図18）それ以降はAEDの指

示にしたがいAEDを操作します。

４）電極パッドを貼りつける

電極パッドや袋に描かれているイラスト（図19）の

（図17）

通りに、２枚の電極パッドを、1枚ずつ順に、素肌に直
接貼りつけます。
電極パッドを、傷病者の胸にしっかりと密着させま
す。
（図20）
※小学校に入る前までの小児・乳児（あわせて未就学
児という）に対しては、小児用のAEDパッドが入っ
ていれば、それを使います。小児用モードの機能が
ある機種では、小児用モードに切り替えて使用しま

（図18）

す。小児用パッドを、小学生以上の傷病者に使用し
ないでください。

（図19）

（図20）
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５）心電図の解析

電極パッドが胸にしっかり貼られると、AEDは自動的

に心電図を解析し始めます。電気ショックが必要かどうか
をAEDが判断するあいだ、人はなにもしてはいけません。
周囲の人に、傷病者から離れるよう伝え、自分自身を含
め、誰も傷病者に触れていないことを確認します。
（図21）

６）電気ショックと心肺蘇生の再開
①電気ショックの指示が出たら

ア．誰も傷病者に触れていないことをもう一度確認し
てから、電気ショックのボタンを押します。
イ．その後、すぐさま胸骨圧迫から心肺蘇生を再開し
ます。
②ショック不要の指示が出たら

（図21）

すぐさま胸骨圧迫から心肺蘇生を再開します。

７）心肺蘇生とAEDの手順を繰り返す

AEDは２分おきに自動的に心電図の解析を始めま

す。音声メッセージが流れるので、メッセージにした
がい ６）の手順通りに行動してください。

８）救急隊に引き継ぐまでの行動

心肺蘇生とAEDの手順を、あきらめずに続けます。

心肺蘇生を行っている途中で、救急隊員など熟練した
救助者が到着しても、心肺蘇生を中断しないでくださ
い。AEDの電極パッドを剥ぐ必要はありません。電源
を入れたままにしておきます。救助者から「交代しま
しょう」などの声かけがあるまで、あなた自身が心肺
蘇生を続けます。

電気ショックを十分に効かせるために
①傷病者の胸がぬれていたら
乾いた布やタオルで電極パッドを貼る部分を拭いて
から、電極パッドを貼りつけます。
②貼り薬を貼っていたら
電極パッドを貼る部分にニトログリセリン、ニコチ
ン、降圧剤などの貼り薬を貼っていたら、剥がしてく
ださい。薬が残っているときは、拭き取ってください。
湿布も同じです。
③医療器具が胸に植え込まれていたら（図22）
電極パッドを貼る部分の皮膚の下に心臓ペースメー
カーなどが植え込まれていたら、そのでっぱりを避け
て電極パッドを貼りつけます。
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（図22）

6 気道異物除去
１）気道異物による窒息

気道異物による窒息とは、食べ物や小さなものなど

がのど（気道）
につまり、呼吸ができなくなることです。
苦しそう、声を出せない、顔色が悪い、呼吸ができ
ないなどの症状は、窒息をつよく疑わせるものです。
窒息して呼吸ができないことを、本人が周りに伝え
るために、手でのどもとをつかむ、というしぐさを取
ることがあります。これを「窒息のサイン」
（図23）と
言います。このサインを見たら、周りの人はすぐさま
気道異物に対処する行動をとらなければいけません。

２）119番通報と異物除去

窒息だと判断したら、すぐさま誰かに119番通報を依

（図23）窒息のサイン

頼し、異物除去の方法を試みます。異物が取れるか、
傷病者の反応がなくなるまで、腹部突き上げ法と背部
叩打法を数回ずつ繰り返します。妊娠していると思わ
れる女性や、肥満が著しい人には、背部叩打法だけを
行います。
※傷病者が咳をすることができるなら、咳き込ませま
す。咳が異物除去に一番効果的です。
①反応がある場合
ア．腹部突き上げ法（図24）
傷病者の背後から、腰あたりに手をまわし、片
手で作った握り拳を、傷病者のへそのすぐ上あた
りに当てます。もう一方の手で、握り拳を上から
握り、すばやく手前上方に向かって圧迫するよう
に突き上げます。

（図24）腹部突き上げ法

イ．背部叩打法（図25）
手のひらの基部で、傷病者の左右の肩甲骨の中
間あたりを、力強く叩きます。
②反応がなくなった場合
傷病者の反応がなくなったら、心肺蘇生の手順を始め
ます。119番通報をしていなければ、すぐさま通報しま
す。AEDが近くにあり、あなた一人だけなら、あなた自
身がAEDを取りに行き、それから心肺蘇生を行います。
※心肺蘇生の最中に、口から異物が見えたときは、そ
れを取り除きます。異物が見えないときは、口の中
を探りません。異物を探すために胸骨圧迫の中断が
長くなってはいけません。

（図25）背部叩打法
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7-1 乳児に対する心肺蘇生の手順
１）反応を確認する

乳児の足の裏を叩きながら声をかけ、反応があるか

確認します。

２）大声で叫び応援を呼ぶ

成人の場合と同じように行います。

３）119番通報をし、AEDを手配する
成人の場合と同じように行います。

※誰も協力者がいないときは、心肺蘇生を始める前に、
あなたが119番通報をし、近くにAEDがあれば取りに
行きます。

４）呼吸を見る（呼吸の確認）

（図26）

成人の場合と同じように行います。

５）胸骨圧迫を行う

成人の場合と大きく違うところです。

①圧迫部位 ⇨ 両乳頭を結ぶ線の少し足側（図26）
②圧迫方法 ⇨ 指２本で、傷病者の胸の厚さの約１/ ３
沈み込む程度（図26）
③圧迫のテンポ ⇨ 100～120回／分の速さ
④圧迫回数 ⇨ 30回

６）人工呼吸を行う（図27）

胸骨圧迫を30回したあとは、人工呼吸を2回行いま

す。ただし人工呼吸の準備ができたら、胸骨圧迫の途

（図27）

中でも優先して人工呼吸をします。
成人の場合と同じように行います。ただし乳児の大
きさにより、口対口人工呼吸が難しいことがあります。
その場合、乳児の口と鼻をまとめて自分の口で覆う、
口対口鼻人工呼吸を行います。

７）心肺蘇生を続ける

成人の場合と同じように行います。

８）AED使用の手順

成人の場合と同じように行います。ただし乳児の体

が小さく、電極パッド同士がくっついてしまうなどの
場合は、胸と背中に貼ってかまいません。
（図28）
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（図28）

7-2 乳児に対する気道異物除去
１）気道異物による窒息

窒息と判断したら、すぐさま119番通報を誰かに依頼

してから、異物除去を行ってください。

２）119番通報と異物除去
①反応がある場合

乳児に対しては、背部叩打法と胸部突き上げ法を試
みます。異物が取れるか反応がなくなるまで、背部叩
打法と胸部突き上げ法を数回ずつ交互に繰り返します。
※乳児に対して腹部突き上げ法を行ってはいけません。
子どものポッコリしたお腹には、成長の著しい内臓が
ぎっしりつまっています。腹部突き上げ法を行うと、
内臓を傷つけてしまうおそれがあります。
「腹部」と
「胸部」とでまぎらわしいですが、
「おなか」ではなく、
「むね」を突き上げることを覚えておいてください。

（図29）胸部突き上げ法

ア．胸部突き上げ法（図29）
救助者の片方の腕の上に乳児を仰向けに乗せます。
手のひらで乳児の後頭部を支えながら頭側が低くな
るようにします。もう一方の手の指２本で、両乳頭
を結ぶ線の真ん中の、少し足側を数回連続して押し
ます（胸の厚さの約１/ ３沈み込む程度）
。心肺蘇生
の胸骨圧迫と同じ要領です。
イ．背部叩打法（図30）
救助者の片方の腕の上に乳児をうつ伏せに乗せま
す。手のひらで乳児の顔を支えながら頭側が低くな
るようにします。もう一方の手のひらの基部（手掌
基部）で、傷病者の左右の肩甲骨の中間あたりを、
力強く叩きます。
②反応がない場合
乳児の反応がなくなった場合は、心停止に対する心
肺蘇生を開始します。119番通報をしていなければ、す
ぐさま通報します。AEDが近くにあり、あなた一人だ
けなら、あなた自身がAEDを取りに行き、それから心
肺蘇生を行います。

（図30）背部叩打法
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8 ファーストエイド
１）出血

体に流れている血液量の３分の１以上を失うと、人

の命は危険な状態になります。血液が流れ出るのを防
ぐ「止血」は、ファーストエイドの代表的なもので、
心肺蘇生と同様に大切です。
・直接圧迫止血法（図31）
傷口に清潔なガーゼやタオルを当て、その上から手で
強く圧迫します。圧迫しているのにガーゼやタオルから
血液が染み出てくるときは、圧迫している位置が出血し
ている部位からずれているか、圧迫の力が弱いかのど

（図31）直接圧迫止血法

ちらかがまず考えられるので、出血している部位を確実
に押さえましょう。片手で圧迫しても出血が止まらない
ときは、両手で体重をかけるようにして圧迫します。
※感 染防止のため、ビニール製買い物袋やゴム手袋な
どを使用し、手が直接血液に触れないようにしてく
ださい。

２）骨折

骨が折れると、痛くて動かせない、腫れあがる、変

形しているなどの症状が見られます。打ち身（打撲）
やねんざだけと思えても、骨折（ひび入りだけも含め
て）が隠れていることがあります。
①ポイント
ア．変形した手足を無理にもとに戻そうとせず、変
形したままの状態で安静にします。

ダンボール

傘

イ．皮膚を突き破って骨が外に出ている状態でも、
元に戻さず清潔なガーゼやタオルなどで患部を
覆い、感染などから守ります。

雑誌

ウ．移動させるときに痛みが強ければ、添え木で患
部を固定すれば、痛みが和らぎます。
②固定の仕方
ア．骨折した部位の両側の関節を超える長さの添え
木を使います。
イ．添え木の隙間をタオルなどで埋めると、より安
定し、痛みが和らぎます。
③添え木になるもの（図32）
ア．傘、段ボール、座布団、新聞紙、雑誌など。
イ．足を骨折したときは、反対側の足
（ケガがない方）
が添え木になります。
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（図32）副子固定の例

３）アナフィラキシー

ある決まった物質に対する、命にかかわるような激

しいアレルギー反応を、アナフィラキシーと言います。
原因はハチに刺されることや食べ物など、人によって
さまざまです。
アナフィラキシーになると、呼吸しにくくなった
り、血圧が下がったりします。顔、のどもと、胸まわ
りが赤くはれる（じんましんが出る）
、息を吸うとき
ヒューヒュー音がする、ぐったりするなどの症状が出
たら、すぐに119番通報をしてください。
アナフィラキシーのときには、早いうちにアドレナ
リンという薬を使うことが必要です。以前にアナフィ
ラキシーになったことがある人は、医師からアドレナ
リンの自己注射器（例：エピペン®）を処方されてい
る場合があります。子どもや、ぐったりして自分で注

（図33）アドレナリンの自己注射器

射できない人の場合、まわりにいる人が注射を使う手
助けをします。
（図33）

４）体位管理

その人にとっていちばん適した姿勢（体位）を取る

ことで、苦痛を和らげ、症状の悪化を緩やかにした
り、予防したりすることを、体位管理と言います。本
人が望む姿勢があれば、その姿勢（体位）にしてあげ
ます。よかれと思って、こちらの思う姿勢を強制して
はいけません。
①仰臥位（図34）

（図34）仰臥位

仰向けのことです。もっとも安定していて、自然
な体位です。
②回復体位（図35）
反応はないけれども、普段どおりの呼吸をしてい
る傷病者で、嘔吐のおそれがある場合に取らせます。
救助者が一人きりで、やむを得ずにその場を離れる
ときにも適しています。

（図35）回復体位
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救急車の呼び方（119番通報）

救急出動件数は毎年増えています。緊急でない通報

火事？ 救急？

「火事ですか？

救急車の適正利用にご協力ください

救急車の要請ですか？」
▶▶▶「救急車です」

が重なると、最寄りの救急車が出動中で遠くの救急車
が出動したり、すべての救急車が出動したり、という
ことがあり、本当に必要な方（重症者・緊急性がある
傷病者）への対応が遅れるおそれがあります。

場所は？

「救急車を向かわせる場所の住所を教えてください」
▶▶▶「住所は ……（具体的に）」
「なにか目標になるものはありますか？」
▶▶▶「信号機に○○交差点と書いています」

※たとえば、こんな使い方をしていませんか？
●どこの病院へ行っていいのかわからなかった。
●救急車で病院へ行けば、待ち時間が短いと思った。
●通院中・入院予定だから
●休日・夜間で診療時間外だから
●交通手段がないから、など

どうしたの？

「どなたが、どうされましたか？」
▶▶▶「誰が・いつ・どこで・なにをしていて・どうなった」
（例：父が、たったいま、テレビを見ていて、倒れました）

「あなたのお名前とご関係、
いまかけている電話番号を教えてください」

本当に救急車が必要ですか？

用について、いま一度考えてみましょう。ご理解とご
協力をお願いいたします。

不安なとき、迷うときは
福岡県救急電話相談・医療機関案内

♯７１１９または 092-471-0099
24時間受付

▶▶▶「わたしは……番号は……」

救急現場に遭遇したあとの心の傷（ストレス）について
福岡県精神保健福祉センター

092-582-7500

今日の当番医は
筑紫地区在宅当番医・病院群輪番制事業（消防本部で照会）

092-584-1191㈹

（春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・那珂川町）
NHKのデータ放送でもわかります。

お子さまの急な病気、けがのご相談は
小児救急医療電話相談

♯８０００または 092-661-0771
平 日 午後 ７ 時 ～ 翌朝 ７ 時
土曜日 午後12時 ～ 翌朝 ７ 時
日祝日 午前 ７ 時 ～ 翌朝 ７ 時

タバコや薬をまちがえて飲み込んだ！どうすればいい？
日本中毒情報センター
タバコ専用電話
大阪中毒110番
つくば中毒110番

072-726-9922
072-727-2499
029-852-9999

当消防本部ウェブサイトにも上記同様の役立つ情報を載せています。
春日・大野城・那珂川消防本部 http://fukuoka.kon119.or.jp

年中無休

に相談してみましょう。

落ち着いて、ゆっくりと伝えてください。

各種問い合わせ先

救急車の正しい利

救
急 看護師が電話対応し、救急車の利用が必要
電話 相談 かアドバイスしてくれます。
救 急医療 現在利用できる最寄りの医療機関などをご
機関案内 案内してくれます。

消防署へのお問い合わせは
このテキストについて、救命講習について、災害について

春日・大野城・那珂川消防本部
消 防 署（春日市春日 2 丁目 2 番地 1）

5 8 4 - 1 1 9 9

南出張所（大野城市横峰 2 丁目 17 番 1 号）

5 9 5 - 0 1 1 9

東出張所（大野城市御笠川 1 丁目 16 番 13 号）

5 0 4 - 7 1 1 9

北出張所（春日市下白水南 3 丁目 51 番地 2）

5 8 9 - 0 1 1 9

西出張所（那珂川町大字山田 1159 番地 1）

9 5 2 - 6 0 0 0
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