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第27回神戸市民救急ボランティア総会

（兼 民間救急講習団体代表者会）

日時：2022年12月4日（日）10時30分～12時00分

場所：神戸市防災コミュニティセンター

次 第

１ 開会のあいさつ

２ 情報提供

(1) 令和３年度市民救命士講習実施状況
(2) JRC蘇生ガイドライン２０２０について
(3) 令和５年度総合学習での指導について

３ 意見交換

４ 閉会あいさつ

令和３年度市民救命士講習の実施状況

市民救命士養成人数

市民救命士講習種別 28年度 29年度 30年度 31年度 令和2年度 令和3年度 合計

普通救命コースⅠ 23,595 21,975 23,944 18,743 3,666 6,532 98,455 

小児コース 1,118 1,373 1,460 1,324 385 520 6,180 

ケガの手当コース 2,704 2,559 1,841 1,711 572 629 10,016 

入門コース 2,280 2,911 1,825 2,955 447 327 10,745 

市民救命士再講習 790 586 580 739 94 107 2,896 

合計 30,487 29,404 29,650 25,472 5,164 8,115 128,292 

市民救命士養成人数
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市民救命士講習における総合学習の占める割合

28年度 29年度 30年度 31年度 令和2年度 令和3年度 合計

総合学習の実施回数 42 42 57 45 6 19 211 

総合学習の養成人数 6,465 5,066 7,045 5,894 408 2,161 27,039 

総合学習以外の養成人数 24,022 24,338 22,605 19,578 4,756 4,371 99,670 

合計 30,487 29,404 29,650 25,472 5,164 6,532 126,709 

総合学習受講者数が占める割合
（％） 21 17 24 23 8 33 21 

市民救命士講習における総合学習の占める割合 市民救命士講習におけるハイスクールレスキューの占める割合

28年度 29年度 30年度 31年度 令和2年
度

令和3年
度 合計

ハイスクールレスキュー
の実施回数 3 2 3 3 1 1 13 

ハイスクールレスキュー
の養成人数 464 442 644 256 31 37 1,837 

ハイスクールレスキュー
以外の養成人数 30,023 28,962 29,006 25,216 5,133 6,495 118,340 

合計 30,487 29,404 29,650 25,472 5,164 6,532 120,177 

ハイスクールレスキュー
の養成者が占める割合
（％）
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令和３年中の応急手当の救命効果 奏功事例

令和４年11月20日（日）

第10回神戸マラソンに参加中の50歳代の男性ランナーが

マラソン中に意識を失い倒れ心肺停止となった。

近くを走っていた別のランナーが異変に気付き、処置を開始。

心肺蘇生を行いながら、近くにあった

AEDを使用し、電気ショックを行った。

男性はすぐに意識を取り戻し、

その後救急車で病院に搬送された。
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ＪＲＣ蘇生ガイドライン２０２０について

応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の一部改正について

ガイドラインの改訂にともない、総務省消防庁から全国の消防本部

に向けて示されている「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施

要綱」（平成５年３月30日付け消防救第41号消防庁次長通知。以下

「要綱」という。）が一部改正されました。

ＪＲＣ蘇生ガイドライン改正に伴う動き

★2021年（令和３年６月）
日本蘇生協議会（ＪＲＣ）がＪＲＣ蘇生ガイドライン発表

★2021年（令和３年９月）
心肺蘇生法委員会が「救急蘇生法の指針（市民用・解説編）」

★2022年３月
総務省消防庁が「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要
綱」を一部改正

★2022年（令和４年４月）
市民救命士講習用テキスト改訂

国の要綱の主な改正点及び留意事項（１）

「ガイドライン2020」及び「指針2020」において、応急手当実施者

の救命行動に影響し得る障壁等への対応が推奨されていることを踏ま

え、要綱において、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実

施にあたっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情

報を提供し、応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性がある

ことについても指導を行うとともに、応急手当実施者のサポート体制

の構築に努め、サポート体制について講習時に周知することとした。
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国の要綱の主な改正点及び留意事項（２）

「ガイドライン2020」及び「指針2020」におけるファーストエイド

の項目を参考に、別表２の上級救命講習「その他の応急手当」中、

「その他の手当」に、特別な資格を持たない市民でも安全に実施でき

ると考えられる内容を追加し、各地域における受講者のニーズ等に応

じて、指導者が柔軟に取り入れられるものとした。

国の要綱の主な改正点及び留意事項（３－１）

各種講習における座学部分について、現行のe-ラーニングのほか、

オンラインによる双方向のLIVE講習（以下「オンライン講習」とい

う。）の活用を可能とし、オンライン講習についても、心肺蘇生法の

座学講習（60分相当）を受講した場合、概ね1ヶ月以内に対面による実

技講習等（全体の講習時間から60分を引いた時間）を受講すること

で、修了証を交付できるものとした。

国の要綱の主な改正点及び留意事項（３－２）

上級救命講習については、e-ラーニングやオンライン講習により心

肺蘇生法やその他の応急手当等の座学講習（120分相当）を受講した場

合には、対面による実技講習等の時間を360分（全体の講習時間から

120分を引いた時間）とすることができるものとした。
ＪＲＣ蘇生ガイドライン2020に基づいた

市民救命士講習の指導要領
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【手順１】安全の確認

★倒れている傷病者にいきなり近寄らず、まずは周囲
が安全であることを確認させる。

★安全確認の一例として「前後・左右・上下」を目視
しながら指差呼称で確認する方法がある。また、ガス
などの臭いについても確認する。

★どのような状況においても傷病者の応急手当より救
護者の安全が最優先されること、特に車道上や災害現
場などに傷病者が倒れている場合は危険な状況が多く
潜んでいることを説明する。

★危険要因として、市民救命士講習テキストの5ペー
ジにある車道上に倒れている傷病者のイラストを例に
説明するなど具体例を示す。

★安全でない場合は無理に近寄らず119番通報を行
い、安全な場所で救急車の到着を待つ。

【手順２】反応の確認

★傷病者の左右どちらかの横に両膝をついて座り確認
する。

★肩をやさしく叩きながら大声で３回程度呼びかけ
て、目を開けるなどの何らかの応答や目的のある仕草
があるか確認する。

★けいれんや目的のない微動な体動などで、反応があ
るかどうか判断に迷う場合も反応なしとする。

★反応があれば傷病者が望む体位をとらせて症状など
を聞き、必要があれば119番通報して救急車を要請す
る。

★全身を激しく揺するなど過度の刺激は加えない。

もしもし、
わかりますか？

【手順３】救急車・ＡＥＤの手配

★大きな声で助け（協力者）を呼ぶ。協力者がいなけ
れば、まずは自分で119番通報する。

★協力者が駆け付けたら「119番通報」と「AEDの手
配」を行う。

★確実に「119番通報」と「ＡＥＤの手配」をしても
らうため、依頼は「そこのあなた」など個人を指名し
て行う。その際、ＡＥＤのある場所を知っていれば場
所を伝えて依頼する。

★119番通報をすれば、通信指令員から心肺蘇生法の
やり方などのアドバイスを受けることが出来るので、
落ち着いてアドバイスに従う。

★スマートフォンのスピーカー機能を活用すると、処
置と通報（会話）が同時進行で出来る。

【手順４】呼吸の確認

★呼吸の確認は10秒以内で行う。
（数字を6まで数えながら呼吸の確認を行い、「呼吸
なし、胸骨圧迫」と宣言して、胸骨圧迫を開始すると
概ね10秒程度で完了する。）

★呼吸の確認は胸や腹部の動きを目視して行う（顔を
見るのではない）。

★普段通りの呼吸がないかよく分からない場合、また
は判断に迷う場合も呼吸なしと判断する。

★しゃくりあげるようなとぎれとぎれの呼吸は、普段
通りの呼吸ではないと判断する。

★反応はないが普段通りの呼吸がある場合は、急な嘔
吐に備える為「回復体位」を取り、様子を見ながら救
急車の到着を待つ。

1,2,3,4,5,6
呼吸なし！
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【手順５】胸骨圧迫の実施

★普段通りの呼吸がない場合や分からない場合、また
は判断に迷う場合は直ちに胸骨圧迫を行う。

★胸骨圧迫の位置は「胸骨の下半分」で、「胸の真ん
中」を目安にする。

★手のひら全体で圧迫せず、手のひらの付け根で圧迫
する。

★強く（成人は約５cm、小児及び乳児は胸の厚さの
３分の１）、速く（1分間に100～120回）、絶え間な
く（可能な限り中断しない）圧迫する。

★圧迫と圧迫の間は胸の高さが元の位置に戻るように
圧迫を解除する。この際に、手のひらが傷病者の胸か
ら離れると圧迫位置がずれることがあるので注意す
る。

★手のひらの付け根に力を集中させる方法として、両
手の指を交互に組む方法もある。

【手順６】人工呼吸（気道確保）

★講習を受けていて人工呼吸の技術を身につけてい
て、人工呼吸を行う意思があれば人工呼吸を行う。

★感染防止用マウスピースを装着する。

★頭側の手を額に、足側の手の人差し指と中指をあご
の下の固い部分に当て、頭を後屈し顎先を挙上させ、
気道確保を行う。

【手順６】人工呼吸

★額においた手の親指と人差し指で鼻をつまみ、自分
の口を大きく開けて相手の口全体を完全に覆い、呼気
を吹き込む。

★呼気の吹込みは、1秒かけて胸の上りが見える程度
の量を吹き込む。

★１回目と２回目の間は相手の口から自分の口を離
し、鼻をつまんでいる指も離して開放する。

★１回目に胸の上りが確認できない場合には気道確保
をやり直して再度人工呼吸を行うが、２回目の呼気吹
込みでももうまくできない場合は、やり直しをせずに
すぐに胸骨圧迫を再開する（ただし、講習会では、人
工呼吸が出来るように繰り返して指導を行うこと）。

【手順７】心肺蘇生法の実施

★人工呼吸を２回実施した後は、すぐに胸骨圧迫を
３０回実施する。

★ＡＥＤが到着してＡＥＤの使用を開始するか、救急
隊が到着するまで継続する。

★交代してもらう人がいる場合は、１～２分程度を目
安に胸骨圧迫を交代する。
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【手順８】ＡＥＤを傷病者の頭側に置く

★心肺蘇生を行っている途中で、AEDが到着したらす
ぐにAEDの使用を開始する。

★胸骨圧迫を継続しながら、協力者に対してAEDが使
えるかを確認する。

★協力者がAEDを使えない場合も、AEDの電源を入れて
もらったり、パッドの準備をしてもらうなどの協力要
請を行う方法もあることを説明する。

★受講者全員に必ずAED操作を体験させる。

★受講者全員がAED操作体験を出来た後に、他のケー
スも体験させる。
例）協力者はいないがすぐ目の前にAEDがある
⇒１１９番通報を自ら実施してAEDを取りに行く。

【手順９】電源を入れる。
【手順10】パッドを装着する。

★機種によって、蓋を開ければ電源が入るタイプや、
電源ボタンがあるタイプなどいろいろな機種が存在す
る。

★パッドを装着する間も可能な限り心肺蘇生法を継続
する。

★電極パッドは傷病者の肌にしっかり密着させる。

★傷病者の体が濡れている場合は、胸の水分をふき
取って、電極パッドが密着するように貼る。

★パッドを貼る場所に貼り薬等を貼っている場合は取
り除き、薬剤が残っていればふき取る。

★ペースメーカーなどの医療器具が埋め込まれて皮膚
に膨らみがある場合は、膨らみのある場所を避けて貼
り付ける。

【手順11】心電図を解析する。

★傷病者に触れていると、正しく解析されないことが
ある。

★AEDによる解析が始まり「患者から離れて下さ
い。」との音声メッセージが流れたら、誰も傷病者に
ふれないように周囲に注意喚起を行う。

【手順12】電気ショック（除細動）の実施

★解析の結果、充電が開始されれば除細動（電気ョッ
ク）を実施するので傷病者から離れるように周知す
る。
★ショックボタンを押す前に、傷病者の全身を見回し
て、誰も触れていないことを確認する。
★誰も触れていないことを確認したら、ショックボタ
ンを押す。
★ショックボタンを押さなくても自動的に除細動（電
気ショック）を実施する機種もある。（オートショッ
クＡＥＤ）
★除細動（電気ショック）実施後は、胸骨圧迫から心
肺蘇生を再開する。
★除細動（電気ショック）が不要の場合は、「（13）
心肺蘇生法の再開」へ進む。
★AEDの電源は切らずにそのままの状態にしておく。
また、一度貼り付けたパッドは、救急隊が到着して傷
病者を引き継ぐまで剥がさずそのままにしておく。
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【手順13】心肺蘇生法の再開

★心肺蘇生は胸骨圧迫から再開する。

★講習を受けていて人工呼吸の技術を身につけてい
て、人工呼吸を行う意思があれば人工呼吸も行う。

★AEDは２分ごとに解析を行うので、解析が始まれば
心肺蘇生を中断し、傷病者から離れる。

【手順14】到着した救急隊に情報を伝える

★救急隊が到着しても、救急隊に交代するまで心肺蘇
生法を続ける。

★到着した救急隊に以下の情報を伝える。
・傷病者の倒れていた状況（目撃した場合は倒れた時
の状況）

・実施した応急手当の内容
・どこのAEDを使用したのか、除細動（電気ショッ
ク）をした回数など

令和５年度総合学習での指導について

一般的な感染防止策

 自宅を出発する前に検温していただき、発熱がある場合や体調不良
（咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭通、鼻汁、鼻閉、嗅覚障害、目
の痛みや結膜の充血、頭痛、間接・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など
の症状）がある場合には会場には向かわず、体調不良により指導を
辞退する旨を学校に連絡して下さい。

 講習会場の学校に到着しましたら学校に入る前にマスクを着用し、
学校が準備しているアルコール等で手指を消毒して下さい。また、
控室等での大きな声での会話はお控えください。

 トイレの後など、講習中はこまめな手洗いや手指の消毒をお願いし
ます。
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講習中のソーシャルディスタンスについて

 生徒同士はできるだけ間隔（１

ｍ）をとって座らせてくださ

い。

 インストラクターが班全体に説

明する際は、できるだけ２ｍ

（最低１ｍ）の距離を保って説

明して下さい。

２ｍ（１ｍ） ２ｍ（１ｍ）

インストラクター

生徒

マウスピースの説明と使用方法の説明

人工呼吸用マウスピースの使用方法

（広げ方、逆流防止弁のこと、傷病者

への装着）について指導し、生徒にも

人形へ装着させるまでは実施して下さ

い。ただし、インストラクター及び生

徒ともにマウスピースに口を付けない

ようにして下さい。

人工呼吸の指導について

人工呼吸の方法についての説明は実

施していただきますが、呼気の吹込み

後の胸骨圧迫によるエアロゾルの発生

を防止するため、実際に呼気を吹き込

まず人工呼吸を行うポーズのみ実施し

て指導して下さい。また、生徒につい

ても同様にマウスピースに口を付けず

人工呼吸のポーズのみ実施させてくだ

さい。

AEDを組み合わせた心肺蘇生の指導について

AEDを組み合わせた心肺蘇生法を実施する際に、2人法で行うと胸骨

圧迫をする人とAEDを操作する人の間隔が近くなるため、AEDを組み合

わせた心肺蘇生法は1人法（AEDの操作と胸骨圧迫を1人で行う方法）

で実技を行わせて下さい。
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異物除去の指導について

背部叩打や腹部突き上げ法など異物除去については、インストラク
ターと生徒での実演や生徒同士での実技は行わず、指導者が人形を使
用して説明するかテキストでの指導にとどめて下さい。

回復体位について

回復体位についても、指導者自身で態勢をとって見本をみせるか、テ
キストでの説明にとどめて下さい。

新型コロナウイルス感染症を踏まえた心肺蘇生法の手順

新型コロナウイルス感染症を踏まえた市民による救急蘇生法について
の具体的な手順として、通常の指導に下記の内容を加えて説明して下
さい。
「反応の確認」と「呼吸の確認」については、傷病者の顔と救助
者の顔があまり近づきすぎないようにする。

エアロゾルの飛散を防ぐため、胸骨圧迫を
開始する前に、ハンカチやタオルなどがあ
れば傷病者の鼻と口にそれをかぶせるよう
にする。

成人に対しては、救助者が講習を受けて人
工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸
を行う意思がある場合でも、人工呼吸は実
施せずに胸骨圧迫だけを続ける。


