第２回通信指令シンポジウム開催にあたって

第２回通信指令シンポジウム実行委員会
実行委員長

坂本

哲也

帝京大学医学部救急医学講座主任教授／同附属病院長

この度は第２回通信指令シンポジウムにご参加頂き、誠にありがとうございます。
昨年１月、消防庁の平成 29 年度消防防災科学技術研究推進制度のもとで、初めてとなる通信指
令員を対象とした全国的なシンポジウムを開催させていただき、およそ 500 名に及ぶご参加をい
ただきました。今年度は同制度のもとでの研究事業はございませんが、昨年度のシンポジウムが大
きな反響を得たことから、全国の通信指令員の議論と交流の場をもつことの重要性を鑑み、同制度
からは独立した体制で実行委員会を立ち上げ、第２回のシンポジウムを開催させていただくことと
なりました。
ここ数年の通信指令業務に対する関心の高まりは、心停止傷病者への市民救助者の蘇生処置につ
いて通報時の口頭指導の効果を示す研究報告がなされ、国際的な蘇生ガイドラインにおいても口頭
指導の有用性が強調されて、総務省消防庁の救急業務のあり方に関する検討会でも通信指令員の教
育強化が提言されたことが大きな要因となりました。しかし口頭指導のみならず、通報件数の増加、
携帯電話・スマートフォンなど通報手段の多様化に対応するシステムの変化、各地で多発する自然
災害への初動対応、2020 年東京オリンピック・パラリンピックを控え懸念されるテロ対応など、
通信指令業務が社会から求められる内容は一層多様化・高度化しており、経験事例、研究成果など
を共有する機会がますます重要になっていると考えております。
さらに、こうした重要な業務を担当する通信指令員のコミュニケーションスキル、ストレスへの
対応なども重要なトピックとなっており、本シンポジウムではこれらを見据えたプログラムが企画
され、関連する演題が発表されます。
全国の関係の参加者による活発な議論を通じて貴重な経験や新たな知見が共有され、皆さんの地
元に持ち帰っていただいて通信指令業務の向上に役立てていただき、より一層安心して暮らせる市
民生活の実現につながることを期待しています。
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辞

第２回通信指令シンポジウムの開催に際し、下記の企業より機器展
示、ランチョン説明会、プログラム広告等の協賛をいただきました。
厚く御礼申し上げます。
第２回通信指令シンポジウム実行委員会

（五十音順）
株式会社 NTT データ
株式会社ドリーム総合研究所
株式会社日本緊急通報サービス
株式会社日立製作所
ファイヤーソリューションズ株式会社
株式会社理経
株式会社両備システムズ
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助教

会場のご案内
４階

【ご注意】
※シンポジウム会場区域外の学校スペース
への立ち入りはご遠慮ください。
※メイン会場（冲永記念ホール）内での
飲食はできません。
※キャンパス内は全面禁煙です。区条例に
より、近隣の地域も禁煙区域となってい
ますので、喫煙は厳に慎んでいただきま
すようお願いいたします。喫煙所もござ
いませんので、何卒ご了承ください。

会場区域外

エレベーター
(1階へ)

２階

メイン会場（２階席）へ

サブ会場
(412教室)
ドリンク
コーナー

１階

機器展示

階段(１階へ)

会場区域外

エスカレーター
（４階へ）

ホワイエ

メイン会場
（１階席）

参加受付

エレベーター
（４階へ）

クローク

(利用不可)

正面玄関

階段(２階へ)
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参加者へのご案内
1. 会期
平成 31 年（2019 年）2 月 23 日（土）11：00 〜 18：00

2. 会場
帝京平成大学 池袋キャンパス（本館）（〒170-8445 東京都豊島区東池袋 2-51-4）
メイン会場：冲永記念ホール（1 階席・2 階席）
サブ会場・ランチョン説明会：4 階 412 教室
機器展示：冲永記念ホール 2 階ホワイエスペース

3. 受付
受付で参加登録（芳名録の記入・参加費のお支払い）をしていただき、参加証（ネー
ムカード）をお受け取りください。会期中は必ずネームカードをご着用ください。
座長、演者の方は「座長・演者受付」にお立ち寄りください。（到着確認のため）
1）受付場所・日時
場所：冲永記念ホール 1 階ホワイエ
日時：2 月 23 日（土）10：00 〜 17：00
2）参加費
3,000 円を参加受付にてお支払いください。
※学生（学部生）は無料といたします。受付で学生証等をご呈示ください。

4．クロークのご利用について
場所：冲永記念ホール 1 階ホワイエ 奥スペース
日時：2 月 23 日（土）10：00 〜 18：30
※傘、貴重品、生もの、壊れやすい物（パソコン含む）等、お預かりできないものが
ありますのでご了承ください。
※お預けになった荷物は、必ず上記クローク設置時間内にお引き取りください。
※意見交換会に出席される方は、意見交換会会場にて終了までにお引き取り下さい。

5．機器展示、ドリンクコーナー
冲永記念ホール 2 階ホワイエスペースにて、機器展示およびドリンクコーナーを設置
いたしますのでお立ち寄りください。なお、ホール内での飲食はご遠慮ください。
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6．ランチョン説明会
場所：4 階 412 教室
日時：2 月 23 日（土）12：20 〜 13：20
（時間中、共催企業による説明会を行います）
※お弁当をご用意いたしますが、数に限りがございますため、朝 10：30 より整理券
の配布をいたします。

7．会場でのお願い（注意事項）
・シンポジウム会場区域外の学校スペースへの立ち入りはご遠慮ください。
（p. 3 会場のご案内参照）
・メイン会場（冲永記念ホール）内での飲食はできません。
・キャンパス内は全面禁煙です。区条例により、近隣の地域も禁煙区域となっていま
すので、喫煙は厳に慎んでいただきますようお願いいたします。喫煙所もございま
せんので、何卒ご了承ください。
・会場内の呼び出しはいたしません。
・発表会場内での携帯電話等での通話はご遠慮ください。
・講演や発表中の撮影等は禁止いたしませんが、フラッシュ使用等、演者や他の参加
者のご迷惑になる行為はおやめください。
ご不明の点などがありましたら、最寄りのスタッフにお問い合せください。

8．フロアから発言をされる場合
発言をされる場合はフロア前方のマイクの前に並んでお待ちいただき、座長の指示に
従いご発言ください。質問・発言は簡潔にお願いいたします。

9．意見交換会
下記にて意見交換会を実施いたします。
参加は事前登録制といたしますが、当日にも若干名の追加受付を予定しております。
場所：帝京平成大学 池袋キャンパス（本館）3 階学生食堂内（予定）
日時：2 月 23 日（土）18：15 ～（予定）
参加費：4,000 円
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座長へのご案内
1. 受付
1）座長の方は、当日会場に到着されましたら、
「座長・演者受付」にお声かけくださ
い。（到着確認をさせていただいております）
2）ご担当セッション開始予定時刻の 15 分前までに次座長席におつきください。

2. 演題の進行について
プログラムの円滑な進行のため、ご担当セッションの時間の厳守をお願いいたします。

演者へのご案内
1. 受付
1）演者の方は、当日会場に到着されましたら、
「座長・演者受付」にお声かけくださ
い。（到着確認をさせていただいております）
2）ご発表順のひとつ前のご発表が始まりましたら、次演者席におつきください。

2. 発表形式
・座長が進行を行うセッション形式です。
・プロジェクターは前方の 1 面投影となります。
・発表時間は下記となります。
パネルディスカッション：発表 7 分、質疑 3 分、総合討論
一般演題：発表 7 分、質疑 3 分
・発表終了 1 分前、および発表終了時にそれぞれランプでお知らせします。時間厳守
でお願いします。
・発表の際は、ご自分で PC を操作してください。
・機材は、PC とプロジェクターを用いた発表のみとします。

3. 発表データについて
会場では下記の環境の PC を準備いたします。①発表用データファイルを事前登録に
てお預かりするか、または、②ご自身の PC を会場にお持ち込みいただいて会場の映
写装置に接続して映写いたします。
・PC 環境
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OS：（メイン会場）Windows 10（サブ会場）Windows 8.1

・ソフトウェア：Microsoft Powerpoint 2007、2010、2013（2016）
・フォントは Windows OS 標準フォントのみ
※発表のなかで動画を使用される場合、Macintosh をご利用の場合は、ご自身の PC
を会場にお持ち込みいただく形でお願いいたします。
① 発表用データファイルの事前登録について
・パネルディスカッションおよび一般演題の演者におかれましては、別途ご案内によ
りウェブ上での事前登録をお願いしております。事前登録についてご不明な点があ
る場合には、運営担当（連絡先：tusinsirei.symposium@gmail.com）にご連絡く
ださい。
＜留意点＞
○当日、発表者受付にてお名前をお伝えください。（到着確認のため）
○当日はデータファイルのバックアップをご用意ください。
○当日のスライド試写を希望される場合は、運営担当もしくは当日各会場前方左手
にございます PC 操作席の担当者までお知らせください。
○期限までの事前登録ができない場合には、運営担当までご相談ください。
○シンポジウム終了後は、責任をもってデータを消去いたします。
② ご自身の PC をお持ち込みいただく場合
・当日セッション開始 30 分前までに各会場前方左手にございます PC 操作席の担当
者にお声かけいただき、PC と電源アダプターをお預けください。
・パネルディスカッションおよび一般演題の演者には発表用データファイルの事前登
録をお願いしておりますが、ご自身の PC をお持ち込みいただく場合は、代わりに
「ご自身の PC をお持ち込み予定である」旨を運営担当（連絡先：tusinsirei.
symposium@gmail.com）にご連絡ください。
＜当日お持ちいただく PC について＞
○外部モニター出力端子について、ミニ D-Sub15 ピンに対応したアダプター類を
必ずお持ちください。
○電源アダプターを必ずお持ちください。
○スクリーンセーバー、省電力設定、画面通知等はオフに設定してください。
○データファイルのバックアップをご用意ください。

7

日

程

表

平成31年2月23日（土） 帝京平成大学池袋キャンパス
メイン会場 １階 冲永記念ホール
11:00〜11:05

開会の言葉

11:10〜12:10

基調講演
口頭指導内容の標準化及び口頭指導
技術の検証・評価システム
演者：伊藤 重彦
座長：田中 秀治

サブ会場 ４階 ４１２教室

12:20〜13:20

ランチョン説明会
（株式会社理経）
※会場席数に限りがあるため、
当日配布する整理券が必要です

13:30〜14:30

13:30〜14:10

教育講演２
消防指令システム及び消防無線シス
テムの構成・機能概要と運用上の留
意事項について
座長：安平
博
演者：小島
洋

14:15〜14:45

特別企画 指令共同における現状
演者：畑中 雄貴

15:00〜16:30

パネルディスカッション１
口頭指導訓練を含む通信指令員教育
について
座長：田中 秀治
アドバイザー：三島 泰幸

15:00〜16:30

パネルディスカッション２
多数傷病者（災害）時における通信
指令
座長：阿南 英明
アドバイザー：西﨑 正明
安平
博

16:45〜17:45

一般演題１
座長：中井 正平
アドバイザー：田邉

16:45〜17:45

一般演題２
座長：西﨑 正明
アドバイザー：阿南

17:45〜17:50
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教育講演１
心理学をもとにした、ヒューマンエ
ラー及びコミュニケーションについ
て
座長：福岡 範恭
演者：前田 洋光

閉会の言葉

晴山

英明

第２回通信指令シンポジウム

プログラム

平成 31 年 2 月 23 日 （土）帝京平成大学池袋キャンパス

メイン会場（１階 冲永記念ホール）
11:00 〜 11:05
開会の言葉
帝京大学医学部救急医学講座

坂本

哲也

座長：国士舘大学防災・救急救助総合研究所

田中

秀治

北九州市立八幡病院救命救急センター

伊藤

重彦

座長：京都橘大学健康科学部救急救命学科

福岡

範恭

前田

洋光

基調講演
11:10 〜 12:10

口頭指導内容の標準化及び口頭指導技術の検証・評価システム

教育講演１
13:30 〜 14:30

心理学をもとにした、ヒューマンエラー及びコミュニケーションについて
京都橘大学健康科学部心理学科

パネルディスカッション１

口頭指導訓練を含む通信指令員教育について

15:00 〜 16:30
座長：国士舘大学防災・救急救助総合研究所

田中

秀治

アドバイザー：総務省消防庁 救急企画室

三島

泰幸

白石

弘幸

P1-1 指令管制員心停止認知から胸骨圧迫開始までの時間検証
～救急通報・口頭指導実証訓練～
さいたま市消防局警防部指令課
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P1-2 岡山市消防局における口頭指導教育の取組
岡山市消防局

伍賀

綾乃

P1-3 指令課所属の救急救命士有資格者による口頭指導教育とその効果について
西宮市消防局警防部指令課

佐藤

剛

名張市消防本部

八村

知成

鈴木

英之

静岡県消防学校教務課

松尾

晋明

座長：豊中市消防局

中井

正平

アドバイザー：救急救命東京研修所

田邉

晴山

出雲市消防本部指令課

飯塚

行則

さいたま市消防局指令課

小池

雅人

奈良県広域消防組合通信指令センター

空田

有二

朝倉

一郎

木村

豊

駿東伊豆消防本部通信指令課

有賀

洸一

北九州市立八幡病院救命救急センター

伊藤

重彦

P1-4 地域ＭＣにおける通信指令員教育
P1-5 横浜市消防局における指令管制員指導者養成コースについて
横浜市消防局警防部司令課
P1-6 教育訓練機関における口頭指導を交えた通信指令員教育について
（教育成果と今後の課題）

一般演題１
16:45 〜 17:45

O1-1 119 番受信時の聴取の優先順位について
O1-2 優先する口頭指導（PDT）の効果と現状
O1-3 口頭指導の検証体制構築に向けて
O1-4 口頭指導を前提とした「救命入門コース」の提案
熊本市消防局情報司令課
O1-5 緊急通報入電から指令までの時間の効率化について
宮城県岩沼市消防本部岩沼市消防署
O1-6 地域ＭＣ協議会事後検証体制構築に向けての取り組みについて

17:45 〜 17:50
閉会の言葉
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サブ会場（４階 412 教室）

ランチョン説明会
※会場席数に限りがあるため、当日配布する整理券が必要です
12:20 〜 13:20
株式会社理経

教育講演２
13:30 〜 14:10
座長：横浜市消防局

安平

博

消防指令システム及び消防無線システムの構成・機能概要と運用上の留意事項について
日本消防設備安全センター情報通信部

小島

洋

総務省消防庁消防・救急課課長補佐

畑中

雄貴

座長：藤沢市民病院救命救急センター

阿南

英明

アドバイザー：佐世保市消防局

西﨑

正明

横浜市消防局

安平

博

福山地区消防組合消防局警防部指令課

多賀

祐介

特別企画
14:15 〜 14:45
指令共同における現状

パネルディスカッション 2

多数傷病者（災害）時における通信指令

15:00 〜 16:30

P2-1 「平成 30 年 7 月豪雨」について
P2-2 台風 21 号における消防指令センターの対応状況と検証結果に関する報告
～今後の新たな体制確立に向けて～
泉州南消防組合泉州南広域消防本部

山内

雅之
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P2-3 大規模災害発生時に集中する通報を受付し対応するシステムの構築について
橋本・伊都地域消防指令センター

一柳

保

小田原市消防本部情報司令課

佐宗

昇

豊中市消防局（豊中市・池田市消防指令センター）指令情報課

中井

正平

座長：佐世保市消防局

西﨑

正明

アドバイザー：藤沢市民病院救命救急センター

阿南

英明

山下

正平

豊田市消防本部

田中

尊大

京都橘大学健康科学部救急救命学科

福岡

範恭

木村

昌紀

P2-4 特異災害における指令センターの初期対応
P2-5 大規模災害時の指令管制業務について

一般演題 2
16:45 〜 17:45

O2-1 久留米市ドクターカーのキーワード改定の影響と課題
久留米広域消防本部
O2-2 メール 119 と Net119 の導入における効果的な広報手法
O2-3 通信指令員は燃え尽きてしまったのか!?
O2-4 通信指令員の職務技能が円滑な業務遂行やメンタルヘルス、
職務満足感に及ぼす影響
神戸女学院大学

O2-5 東日本大震災時の隣接市からの 119 番迂回受信と指令センターの復旧運営
千葉

幸也

宍戸

一彦

O2-6 東京消防庁の救急管制について
東京消防庁警防部総合指令室
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第 2 回通信指令シンポジウム
発表抄録・資料

発表抄録
基調講演

p. 14

教育講演１

p. 15

教育講演２

p. 16

パネルディスカッション１

p. 17

パネルディスカッション２

p. 20

一般演題１

p. 23

一般演題２

p. 26

資料
基調講演

p. 29

教育講演２

p. 37
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基調講演
口頭指導内容の標準化及び口頭指導技術の検証・評価システム

北九州市立八幡病院
伊藤

救命救急センター

重彦

近年、通信指令員の口頭指導技術の質向上を目指した教育・研修システムが各地で研究されてい
る。通信指令員は、傷病者を直接観察できない状況下で、通報者への短時間のインタビューから
CPA の早期覚知と適切な緊急度判断を求められる。まさに勘と神技の世界に対して、北九州地域
MC 協議会の医師と各消防本部通信指令課が連携し、覚知から 3 分間の口頭指導内容の標準化（北
九州方式）と口頭指導技術の検証・評価法を開発し、実践してきた。本講演では、口頭指導内容標
準化のプロセス、口頭指導技術の検証・評価法のポイントを紹介する。
（p.29 に資料あり）

プロフィール
○現職：北九州市立八幡病院 院長

救命救急センター・災害医療研修センター 統括責任者

○最終学歴：昭和53年長崎大学医学部卒業
○専門分野：病院感染対策・地域感染対策、メディカルコントロール体制、災害・救急医療
○社会活動：
・北九州地域救急業務メディカルコントロール協議会 会長
・福岡県救急業務メディカルコントロール協議会 処置拡大検証WG 委員長
・NPO法人KRICT（北九州地域感染制御チーム）副理事長
・総務省消防庁 救急業務のあり方に関する検討会 平成22年度 メディカルコントロール作業部会構成員、
平成23年、24年度 緊急度判定体系に関するＷＧ構成員、平成25年度 緊急度判定体系に関する作業部会構
成員、平成30年度 緊急度判定の実施に関するWG構成員
○最近の救急領域研究
・平成24年度 消防庁消防防災科学技術推進制度「精神科患者の救急搬送に関する研究」代表研究者
・平成 27 年度 救急振興財団研究助成事業「通信指令の機能強化─効果的な口頭指導の研究」代表研究者
・平成 28 年度 消防庁消防防災科学技術推進制度「地域包括ケアシステムにおける高齢者救急搬送の適正化
及び DNAR 対応に関する研究」代表研究者
・平成29年度 救急振興財団救急に関する調査研究助成事業「口頭指導技術の評価・教育システム普及に関す
る研究」代表研究者
・平成30年度 厚生労働科学特別研究「消防救急車の代替搬送手段における病院救急車の活用に資する研究」
代表研究者
○賞罰
・平成26年9月；平成26年度

救急功労者総務大臣表彰

・平成29年11月；2017年ベストプラクティス賞（北九州地域MC協議会として受賞）
・平成 30 年 11 月；平成 30 年度 消防庁消防防災科学技術賞優秀賞（北九州地域 MC 協議会として受賞）
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教育講演１
心理学をもとにした、ヒューマンエラー及びコミュニケーション
について

京都橘大学
前田

健康科学部心理学科

洋光

本講演では、社会心理学の見地から、災害時における被災者の意思決定や心理状況について検討
する。災害時の被災者の心を理解することは、効果的に救助を行う上で重要であろう。
災害時には、平常と異なる心理状態になることは容易に想像がつくだろう。一般には、パニック
状態に陥り、非合理的な行動を取りやすいと考えられているかもしれない。しかし、危機事態にお
いても、限られた認知能力の中で情報を探索し、その範囲内でできるだけ合理的な意思決定を行お
うとしていることも知られている（限定合理性）。また、災害時には、よく学習された行動が生起
しやすくなるという知見もみられる。具体的には、慣れ親しんだ人と一緒に、あるいは慣れ親しん
だ場所へ避難しようとしたり、慣れ親しんだ役割（高地位の人がリーダーシップを発揮する等）を
とろうとしやすくなる。こうした行動は、よりスムーズな危機回避につながることもあれば、逆に
回避を遅らせる場合もあることについて紹介する。
さらに、危機状況での意思決定についても、研究が蓄積されている。たとえば火災時に、皆で助
け合えば全員が救出される状況でも、我先にと脱出口に殺到することで、被害が拡大化してしまう
こともありうる。では、なぜ、あるいはどのタイミングで、災害時の援助行動は阻害されるのだろ
うか。逆に。どのようなときには互恵的な行動がみられるのだろうか。
上記の事柄を検討した実験等、種々の実証研究を紹介することによって、災害時に被害の拡大を
防止したり、未然に防ぐための方略を模索する。

プロフィール
京都橘大学健康科学部心理学科 准教授
2002 年３月 関西大学社会学部卒業、2004 年 3 月 関西大学大学院博士課程前期課程社会学研究科修了、2007
年 3 月 関西大学大学院博士課程後期課程社会学研究科修了。2008 年４月 神戸親和女子大学発達教育学部心
理学科助教、2010 年 4 月 同大学講師、2012 年 4 月京都橘大学健康科学部心理学科助教を経て、2016 年 4
月より現職。博士（社会学）。
専門領域は社会心理学、産業心理学。
主な著書
『経営・ビジネス心理学』（共著）

2018 年

ナカニシヤ出版

『心理学概論: こころの理解を社会へつなげる』（共著）
『新・消費者理解のための心理学』（共著）

2012 年

2018 年

ナカニシヤ出版

福村出版
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教育講演２
消防指令システム及び消防無線システムの構成・機能概要と
運用上の留意事項について

日本消防設備安全センター
小島

情報通信部

洋

通信指令業務は、119 番などの緊急通報を受け、最適な消防部隊の編成、迅速な出動・現場到着、
的確な現場活動を展開し人命救助・被害の軽減を図るため、消防部隊への一連の通信指令・情報伝
達を行う重要な役割を担っている。
こうした通信指令業務には、消防指令システム及び消防無線システムの機能を最大限に活用し、
効率的な運用を行うことが常に求められる。
これらの通信指令業務を司るためのシステムは、有線設備、コンピュータ設備、無線設備、ネッ
トワーク設備、電源設備などのハードウエア並びに運用上必要な様々なソフトウェアから構成され、
高度化・多機能化が図れている。
通信指令業務には、通信運用のノウハウはもちろんこと、システムの仕組みや機能などを熟知す
ることにより、効率的で的確な運用が可能となる。
本講演では、消防指令システムについては基本的構成とその機能概要、消防無線システムについ
ては、デジタル無線システムの通信方式と電波伝搬特性及び署活系無線システムの特徴、そしてシ
ステム全般における運用上の留意事項などについて説明を行う。
（p.37 に資料あり）

プロフィール
○出身地：東京都東村山市
○経歴
昭和 48 年 東京消防庁入庁 同年消防学校入校、三鷹消防署ポンプ隊員
昭和 49 年 装備部通信課 基地局保守・携帯無線機開発・署活系無線システム開発
昭和 55 年 武蔵野消防署 ポンプ小隊長
昭和 57 年 装備部通信課 基地局・航空局・固定局設計
昭和 60 年 石神井消防署 ポンプ小隊長・LS 梯子小隊長
昭和 62 年 装備部通信課 400ＭＨｚ帯ＭＣＡ救急無線シテム設計・指令管制システム設計
平成 3 年 自治省消防庁防災課通信管理係長 消防防災無線管理、都道府県・市町村防災行政無線等の指導助言
平成 5 年 装備部通信課 消防学校映像システム・音響システム・電話システムの設計・監理
平成 9 年 総務部情報処理課 情報処理システム更新業務
平成 11 年 総務部企画課 指令管制システム計画・設計
平成 12 年 総務部情報通信課 指令管制システム設計・監理・指導
平成 13 年 練馬消防署警防課長
平成 15 年 財団法人日本消防設備安全センター情報通信部長
平成 17 年 総務部情報通信課長
平成 19 年 金町消防署長
平成 20 年 本郷消防署長
平成 22 年 財団法人日本消防設備安全センター情報通信部審議、情報通信部長、特別参与
○取得資格：技術士（電気電子部門）・第 1 級陸上無線技術士・第 4 級海上無線通信士、他
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パネルディスカッション１

口頭指導訓練を含む通信指令員教育について

P1-1
指令管制員心停止認知から胸骨圧迫開始までの時間検証～救急通報・口頭指導実証訓練～
さいたま市消防局
○白石 弘幸

警防部指令課

【はじめに】超高齢社会が到来した現代において、１１９番通報の件数は増加の一途を辿り、指令管制員が
行う口頭指導件数についても増加しているところである。そのような中、心肺停止が疑われる通報も増加し
ており、有効かつ適切な口頭指導の実施によりバイスタンダーCPR の実施率並びに社会復帰率のさらなる向
上が期待される。
【目的】１１９番受信者である指令管制員が行う口頭指導で、早期に有効な胸骨圧迫をバイスタンダーが実
施するため、心停止を認知（確認）してから胸骨圧迫が開始されるまでの時間を検証し、今後の口頭指導要
領の改訂やバイスタンダーCPR 実施率ならびに救命率向上、また指令管制員における口頭指導技能向上に資
することを目的とする。
【実施方法】当局が主催する定期応急手当講習の受講申込み者に対し、初めて講習に参加する市民へ実証検
証（訓練）の協力を依頼、当該講習受講前に会場で１１９番通報訓練と指令管制員が行う口頭指導で心肺蘇
生法（胸骨圧迫）を行い、訓練状況を撮影するとともに、指令課で音声を録音、映像と音声データを編集し
て、心停止を認知（確認）してから胸骨圧迫開始までの時間を検証した。
【結果】人が倒れるのを目撃したり、倒れる音を聞いて慌ててしまう状況下で行動を起こすバイスタンダー
が、心停止の判断をすることは容易ではなく、今回実証訓練に協力が得られた３０名の「心停止認識（確認）
から胸骨圧迫開始」までの平均時間が 1 分 24 秒、最長は 3 分 24 秒、最短で 0 分 39 秒であった。
【考察】心停止を認知（確認）してから胸骨圧迫が開始されるまでは、可能な限り短時間である方が望まし
い。今回の結果を踏まえ、可能な限り胸骨圧迫開始までの時間を短くするため、通報者に対しより分かりや
すく、具体的な口頭指導できるよう、聴取内容や伝える内容・要領を確認・改訂し訓練を重ね、バイスタン
ダーCPR の実施率向上に加え、心停止認知後に口頭指導で直ちに有効な胸骨圧迫を開始してもらえるよう今
後も取り組む。

P1-2
岡山市消防局における口頭指導教育の取組
岡山市消防局
○伍賀 綾乃
【はじめに】岡山市消防局警防部情報指令課は、平成１５年に「救急要請受信時の口頭指導要領」を作成し、
改正を加えながら現在に至っている。
また平成２３年には、各係に１名ずつ救急救命士が配属され、口頭指導に対する教育等に携わっている。
【教育体制】平成２８年４月「口頭指導に関する実施基準一部改正等について」の通知を受け、通信指令員
の教育に関する見直しの一環として、口頭指導シミュレーション訓練を実施している。通信指令員の口頭指
導技術の向上及び傷病者の救命率向上を図ることを目的とし平成２８年から毎年実施している。
通報者（バイスタンダー）役は一般の人に参加をお願いし、医療的担保を取るために、岡山県南東部ＭＣ協
議会の検証医師１名にも参加していただいている。
【結果】指令員側、通報者側を同時にビデオ撮影し、同時再生し検証した。口頭指導の重要性を再認識する
とともに、要請電話の際に相手にきちんと伝えていると思ったことが伝わっていない部分があることが判明
した。
また、口頭指導だけではなく、普段の指令業務において、話口調、間の取り方、声のトーン等に注意しなけ
れば、相手に与える印象や伝わり方が大きく変わってくることも実感した。
今後においても職員の救急教育を充実させ、更なる救命率向上に向けた取り組みを実施していくつもりであ
る。
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パネルディスカッション１

口頭指導訓練を含む通信指令員教育について

P1-3
指令課所属の救急救命士有資格者による口頭指導教育とその効果について
西宮市消防局 警防部指令課
○佐藤
剛、西岡 明人、植村

秀行、加藤

久也、松本

英雄、藤元

正浩、武田

直晃、細川

周作

【目的】ＪＲＣ蘇生ガイドライン２０１５において、
「通信指令員の能力を最適化することは傷病者の転帰改
善に重要な意味を持つ」と示されているように、通信指令員に対する口頭指導教育は重要性を増している。
当市では、通信指令員の口頭指導能力向上を図るため、平成２８年度より口頭指導教育体制の見直しに着手
し、通信指令員の口頭指導能力の向上に努めている。この取組みにより通信指令員の口頭指導能力向上に一
定の効果が認められたことから、口頭指導教育の参考事例として本市の取組みを紹介したい。
【対象と方法】１６項目の教育項目から成る研修カリキュラムを作成し、指令課所属の救急救命士を講師と
して、通信指令員一人当たり年間２５時間の履修を目標に、年度を通じ、以下の研修・訓練を計画的に実施
した。（１）解剖生理、緊急度・重症度等の救急研修（座学）を実施。（２）救急講習会を受講する市民に対
し、口頭指導を実施する実戦的な口頭指導訓練を実施。
（３）通信指令員がＣＰＡと見抜けなかった通報事例
を、その都度救急隊に報告させ、該当事案の通報内容を文字に起こし、指令課内で振り返りを実施。
【結果】（１）心肺停止事案に対する口頭指導実施率の向上が認められた。（２）心肺停止事案に対する覚知
～指令時間が短縮された。（３）死戦期呼吸と思われる通報に、通信指令員が躊躇なく口頭指導したことで、
社会復帰に至った奏功事例も報告された。
【考察】上記結果から、指令課に所属する救急救命士が日常的に行う口頭指導教育は口頭指導能力の向上に
有効であると考える。その理由として、以下の３点が挙げられる。
（１）指令業務に従事する救急救命士が通
信指令員を指導することで、指令業務の実情に即した、より実戦的な口頭指導教育を行うことができる。
（２）
指令課所属の救急救命士が、現場救急隊に積極的なフィードバックを依頼することで、現場救急隊と通信指
令員との意思疎通が活発となり、口頭指導の改善につながっている。また、指令課所属の救急救命士が通信
指令員と現場救急隊との橋渡し役を担うことができる。
（３）通信指令員の対応や口頭指導、聴取方法につい
て、通信指令員は指令課所属の救急救命士からリアルタイムでフィードバックを受けることができる。

P1-4
地域ＭＣにおける通信指令員教育
名張市消防本部
○八村 知成
三重県の地域において当名張市は伊賀地域に分類され、地域内には伊賀市消防本部と名張市消防本部の２箇
所の消防本部で、伊賀地域メディカルコントロール協議会（以下伊賀地域ＭＣ）を構成している。また救急
病院体制は 2 消防本部が管轄する 2 市３か所の救急病院が輪番制で救急対応している。その伊賀地域ＭＣに
おいて、独自で実施する通信指令員教育の取り組みについて紹介する。
伊賀地域ＭＣでは、将来像として通信指令業務の共同運用を考慮し、２消防本部の通信指令室員が技術の標
準化及び救急救命率の向上を目的として、県下ＭＣにおける地域での通信指令員教育を平成２８年度から年
２回実施している。教育は全ての通信指令業務に関わる消防職員が受講し、シユミレーションを通じた 119
番受信要領、口頭指導、及びドクターヘリ等への支援要請等、通信指令室が初動から関わる内容により、各
消防本部間で相違する指令台においても、受信能力の強化や隊員技能の均一化を図れるよう、伊賀地域ＭＣ
の指導救命士が主となり、「通信指令の救急に係る教育テキスト（平成２９年３月追補版、消防庁準拠）」を
基本としてプログラミングされ、重症度判断キーワードを認識させるための座学や、シユミレーションを重
点とし実施している。特にシユミレーションでは地域ＭＣの救急事例検証結果で「通信指令業務における奏
功例、及び検討が必要とされた事案」を抽出し、119 番入電は県民局職員等（女性）の協力を得て通報者及
びバイスタンダー役を行う等、現実に近い想定で実施することにより、リスク回避能力及び技術向上を地域
内で図っている。
現状では地域ＭＣで指導救命士が教育プログラムの一環として実施しているが、来年度以降、三重県下で通
信指令専従員に対する教育が実施される予定である。そのことを踏まえ、今後も地域実情に応じた教育プロ
グラムや通信指令内容についての事後検証の確立、更には、地域内病院の医師や看護師等、医療スタッフを
交え、教育体制の充実を図っていきたいと考える。
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P1-5
横浜市消防局における指令管制員指導者養成コースについて
横浜市消防局
○鈴木 英之

警防部司令課

【背景】現在、指令管制員の養成及び能力向上を図るため、教育プログラムとして①ベーシックコース（新
配置職員対象）②ブラッシュアップコース（現任職員対象）を実施している。指令管制員には高い医学的知
識が求められており、これまで横浜市メディカルコントロール協議会所属の医師とともに教育を行ってきた
が、より効果、効率的な教育及び、日頃からの継続的な指導が不可欠である。当局の指令管制員のうち、救
急救命士の割合は 2 割程度で推移している。
【目的】高い医学的知識、口頭指導技術を備えた指導者（インストラクター）による教育、指導の実施
【養成方法】平成 27 年、新たな教育プログラムとして指導者養成コース「インストラクターコース」を創設
した。救急救命士である指令管制員に対し、横浜市メディカルコントロール協議会所属の医師から、成人教
育の特徴の理解、指導技法、デブリーフィングの進め方などを、シナリオシミュレーションを主として教育
を実施している。平成 29 年までに 12 名のインストラクターを養成し、今年度（平成 30 年度）もさらに３名
のインストラクターを養成する予定である。
【結果】既存の教育プログラム（ベーシックコース・ブラッシュアップコース）の医学基礎教育をインスト
ラクター主体で実施することとした。
プログラムされた教育以外にも日頃からの課内教育としてケーススタディ等を継続実施するなど、活躍の場
を広げており、指令管制員の育成に能力を発揮している。さらに、課内での指導過程において口頭指導の重
要性が再認識され、口頭指導プロトコルの修正にも発展している。
【考察】全ての指令管制員が一定の医学的知識を保持し、バイスタンダーへの的確な口頭指導を実施できる
ことで更なる救命率の向上につながる。しかしながら、全ての指令管制員を救急救命士にすることは困難で
あり、医学的知識の向上を図るためには、今後も継続的な教育が不可欠である。そのためには教育する側の
指導力の向上もあわせて考えていく必要がある。また、結果で述べた口頭指導プロトコルの修正等は、自ら
考え、課題を見つけ、改善していくという「ＰＤＣＡサイクル」を回していることに他ならず、ひいては消
防に対する市民の期待に応えていくことにつながるものと考える。
P1-6
教育訓練機関における口頭指導を交えた通信指令員教育について（教育成果と今後の課題）
静岡県消防学校
○松尾 晋明

教務課

近年、高齢化を背景に、救急出動件数は年々増加し、全国的にも通信指令の役割の重要性について認識が高
まっている中、いかにして救急業務を安定的に提供し、救命率の向上を図るかが消防組織としての課題の一
つとなっています。
本県においても、昨年の救急出動件数は前年と比べ 7,000 件（4.5％）増加、搬送人員は 6,300 人（4.3％）増
加しており、この増加率は全国でも２番目に高い数値となっています。
このような現状も踏まえ、消防の窓口とも言える「通信指令員」の知識・技術の向上を図り、生命・身体・
財産を守るという消防活動全般のレベル向上を目的として、静岡県消防学校では、今年度から「指令センタ
ー員講習」を実施することとしました。
講習期間は３日間、教育時間数は 21 時間、入校生は県内の指令業務従事者１２人（指令業務従事年数は１年
から６年まで）です。
講習内容は、
「事例研究」、
「接遇・クレーム対応」、
「通信コニュニケーション」、
「医学教育」、
「報道対応」な
どの座学のほか、
「口頭指導・緊急度判定を主体とした模擬訓練」及び「大規模災害対応の図上訓練」を実施
しました（カリキュラムについては添付資料を御参照下さい）。
３日間という短期間ですが、教育訓練機関である消防学校において実施した本講習の成果、カリキュラム編
成に伴う苦慮、今後の課題、指導者育成の必要性などを発表させていただきます。
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P2-1
「平成 30 年 7 月豪雨」について
福山地区消防組合 消防局警防部指令課
○多賀 祐介、川崎 竜也
平成３０年７月６日福山地区消防組合管内は未曾有の大雨に襲われ，死傷者が発生し，多くの土砂災害や洪
水，浸水といった被害に遭いました。
私自身も,このような大雨の経験はなく，本当に命が危ないと感じるくらいの降雨量でした。
福山消防は，第３非常配備の体制をとり，全職員を招集しました。私の消防人生で初めての第３非常配備で
した。私が指令課へ参集したとき，指令室内は１１９番要請の通報音と指令課員の聴取する声とが騒がしく，
非常事態であることをさらに強く認識させるものでした。
今回の豪雨災害のようなことは度々起こるものではありませんが，日本中の様々な場所で想定を遥かに超え
る災害が発生していることも事実です。この経験を皆さんに伝えることで私自身の整理にもなりましたし，
また本日聞いていただく方にもなにか考えるきっかけになればと思っています。
発表内容としましては，福山消防の体制から指令センター内の様子，１１９番着信件数，管内の被害状況な
どをまとめました。まだまだ管内では復旧が進まず手付かずの土砂崩れ現場も見かけます。
豪雨災害時，慌てたものの指令業務に関して大きなトラブルはなく対応できたと思います。しかし，見えて
きた課題や改善点は多く，次に備え対策をしっかり立てていきたいです。

P2-2
台風２１号における消防指令センターの対応状況と検証結果に関する報告
～今後の新たな体制確立に向けて～
泉州南消防組合 泉州南広域消防本部
○山内 雅之、若林 秀昭
【背景】平成３０年９月４日に日本に上陸した台風２１号は、２５年ぶりに「非常に強い」勢力のまま、特
に近畿地方を中心に甚大な被害をもたらし、当消防組合管内の泉州南地域及び関西国際空港においても、各
種災害が多発し、我々がかつて経験した事の無い風水害となった。
消防指令センターにおいては、当初、ゲリラ豪雨等にも活用してきた従来の風水害対応マニュアルを適用し、
通常の５名体制から７名体制に早々に変更後、台風の規模を考慮し、泉州南消防組合組織増員計画（以下「増
員計画」という。）に基づく、非番招集を行い１２名体制で対応を行った。しかし、激しい暴風雨により各種
災害が多発し、１１９番通報が激増したため、着信音が鳴り止まない状況が数時間続くとともに、災害対応
に追われる消防隊及び救急隊が早い段階で不足した。さらに当消防本部の指令設備及び無線設備の障害、ま
た、庁舎及び消防車両等の破損もあり、消防指令センター運用後、最大の困難を極めた。
【目的】今回我々は、台風等風水害時の消防指令センターの体制、風水害対応マニュアル及び増員計画の再
検討を行い、今後、起こり得る台風等風水害時における新たな体制を確立する。
【取組内容】台風２１号の対応について、台風襲来の９月４日１３時～２３時に受信した１１９番通報４６
３件の受信状況、通報内容の内訳及び消防指令センターの対応状況等の検証。
【結果】受信４６３件（通常１日の受信件数が８０件程度）中、火災２件０．４％、救急７４件１６％、救
助７件１．５％、その他災害４７件１０．２％、業務確認８件１．７％、問合せ等３２３件７０％であり、
問合せ等の通報が７割を占めたため、本来１１９番で対応すべき火災、救急、救助等の通報が繋がりにくく
なった。
【まとめ】台風等風水害時の１１９番激増に対応できるよう風水害対応マニュアル及び増員計画の改正、後
方支援体制の構築を実施。住民に対しては、災害時はもとより日常においても、１１９番での問合せ等を控
えるよう適正利用について、さらなる啓発活動が必要と考える。
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P2-3
大規模災害発生時に集中する通報を受付し対応するシステムの構築について
1)橋本・伊都地域消防指令センター、 2)高野町消防本部、3)伊都消防組合消防本部、4)橋本市消防本部

○一柳

保 1)2)、嶋田

雅一 1)3)、大家

伸也 1)3)、深野

好央 1)3)、山本

賢児 1)4)

【背景】地震をはじめ、風水害といった自然災害では一斉に異なる場所で多様な災害が発生することがある。
消防指令センターでは 119 番通報を含め、あらゆる緊急出動要請が集中し、機能が停滞することが少なくな
い。
【目的・方法】同一でない内容の緊急通報が多発したとき、簡便かつ迅速に事案を蓄積し、構成する消防本
部と市町に対して災害情報を伝達するシステムを構築する。
【結果】構成する消防と市町防災部局全てに署所端末を設置し、センターから災害情報を記載した指令書を、
隊編成する事なく配信できるようにした。震災直後を想定した運用訓練を、構成する一つの消防本部と行っ
た。45 分間で 21 事案について受付処理を行い、出動隊 2 隊を運用して約１時間でほぼ全ての地点を偵察で
きた。実災害では 2018 年 9 月の台風上陸に際し、被害が集中した 10 時間で管内の 30 件(消防事故 11 件、
救急 9 件、市町 10 件)の通報について、本システムを活用した指令業務を行った。事後検証でも実災害で円
滑に機能するシステムであると効果を確認した。
【考察】大規模な地震や風水害で、ほぼ一斉に異なる場所で事案が発生すると、すぐに現有消防力を上回る
事態となる。この場合、事案を一時的に蓄積し、優先順位を設けて隊を編成、指令を出す必要がある。複数
の消防本部が協同で運営するセンターでは、消防本部内、消防本部間、構成市町など調整する機関が多方面
に渡る。その為、事案の蓄積、調整、指令という一連の流れはマンパワーと多くのインフラを必要とする。
紙ベースで筆記による受付業務は煩雑となり、出動対応していない事案は見逃されてしまう恐れがある。今
回、構築したシステムは隊編成することを要しないため、出動隊の調整を後回しにできる。まずは受付した
事案を「市町指令」と銘打って各所に送信し、指令システムに蓄積する。あとは署所や市町から、対応可能
になった事案の連絡を個々に受け、順に出動指令として立ち上げて隊編成していく。データとして災害の要
約を入力することで、情報が紛失する恐れがなく、保留されている事案も一目で視認でき、他台へ引き継ぐ
ことも容易である。また、通報者らによって自己完結してもらった事案でも、記録を残すことができる。
※橋本・伊都地域消防指令センター（和歌山県・平成 28 年 4 月開設） 構成：橋本市消防本部、高野町消防本部、
伊都消防組合消防本部、かつらぎ町、九度山町／管轄人口：約 88,000 人／職員数：14 名（3 交代）／災害件数等
*H29 年中：火災 45 件、救急 4,367 件、救助 69 件、病院紹介 4,174 件、119 着信 7,503 件／指令施設：富士通
ゼネラル 指令台 GRANCAST HA-4000D 他

P2-4
特異災害における指令センターの初期対応
小田原市消防本部
○佐宗
昇

情報司令課

【目的】JR 東海道新幹線車内での殺傷症例及び台風接近により高潮に多数車両が巻き込まれた症例を経験し
たので、その 2 症例についての指令センター初期対応について報告する。
【症例１】JR 東海道新幹線内で 22 歳男性が突然ナタをふるい乗客３人を殺傷した事案。平成 30 年 6 月 9
日（土）21 時 50 分入電。神奈川県警察 110 番センターから「東海道新幹線車内で包丁を持った男が暴れ、
１名血だらけ。藤沢と綾瀬付近で緊急停車中らしい。」慌てた通話内容であったが詳細内容を確認したところ、
負傷者がもう１名いるとのことであった。その後小田原駅職員から通報もあったが、新幹線の移動情報のみ
で詳細はつかめなかった。出動指令は詳細内容がつかめなかったが、通報内容から特異事案を想定し、指揮
隊１隊、消防隊２隊、特装隊１隊、救急隊３隊の計７隊の運用とした。結果、傷病者は３名で、38 歳男性 CPA
死亡、26 歳女性頸部切創中等症、27 歳女性肩切創中等症で、加害者は消防部隊現場到着時すでに警察官に確
保されていた。
【症例２】県西部国道 135 号線上で救急車を含めた車両数十数台が高潮を受け動けなくなった事案。平成 30
年 7 月 28 日（土）19 時 13 分入電。湯河原町消防本部から「救急隊が傷病者を搬送中、高波により走行不能
となったので引き継ぎお願いします。」との通報内容。事故現場である国道 135 号線に通行止め規制はかかっ
ていなかったが、当日は台風第 12 号接近に伴い神奈川県西湘区域に高潮警報が発令されており、高潮で走行
不能との通報内容から、救急隊が現場に直接アプローチできないことが予想されたため、一般救助出動対応
とし指揮隊１隊、救助隊１隊、消防隊１隊、救急隊１隊、特装隊１隊の計５隊とした。なお、現場アプロー
チ場所を国道 135 号線と並走する県道（標高約 120ｍ）をあわせて指定した。その後、19 時 40 分に 110 番
（次頁へ）
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パネルディスカッション 2

多数傷病者（災害）時における通信指令

（P2-4 続き）
センターから上記事案と同様の場所（詳細場所特定できず）で「パトカーと乗用車が高波にさらわれそうで
す。」との通報を受け、別事案の一般救助出動として指揮代行消防隊１隊、救助隊１隊、消防隊１隊、救急隊
１隊の計４隊を出動させた。その後の活動経過から、さらに消防隊１隊、救急隊１隊、特装隊１隊の計３隊
を追加対応した。結果、湯河原町消防本部救急車に同乗していた３名、パトカー乗車の警察官１名、一般車
両乗車の１名を救助した。また、救急車を救出に来ていた湯河原町消防隊が９名の避難者を発見し、救出対
応した。
【考察】当本部では傷病者が５名以上発生した事故事案は大規模救急救助対応として、救急隊を含め計９隊
の部隊投入することとなっているが、今回の事案では通報がいずれの事案も大規模救急救助対応の基準に該
当しなかったことから、通信指令員の判断で部隊増強として部隊投入となった。また、いずれの事案も入電
後に各関係機関へ情報収集を試みたが、各関係機関とも災害情報が把握できておらず、結果的に各部隊が現
場到着するまで災害の全体像が把握できなかった。通報内容から多数傷病者事故（Mass-Casualty Incident ;
MCI）を推定することも考慮しなければならないが、通報内容から大規模災害を想定したオーバートリアー
ジで部隊運用する難しさを経験した事案であった。我々通信司令員は通報のキーワードから、多数傷病者事
故の発生予測を常に考えておく必要がある。

P2-5
大規模災害時の指令管制業務について
豊中市消防局（豊中市・池田市消防指令センター）指令情報課
○中井 正平
消防活動は 119 番の受信から始まると言われている。消防活動全体の最初の一歩であり、近年においてその
重要度はますます増大していると言ってよい。
指令管制業務の、とりわけ 119 通報受信時のオペレーション業務は重要な任務であり、その技術は消防組織
が業務遂行するのに必要なスキルおいて特異であり、迅速かつ適正だけでなく、ブラインドでのコミュニケ
ーションスキルが求められるものである。
ましてや、災害発生時初期において、その業務が多忙を通り越し、息つく暇もない状態となった場合におい
て、体制の構築、情報収集力、マネージメント及び長時間における個々のスキル維持は重要である。
しかしどうであろうか。消防組織内において、この様な理屈は重々理解しているものの、その実情把握は今
一つではないだろうか。意識・理解の乖離は時に消防力の相対的な低下に拍車をかけ、ひいては市民サービ
スの低下に繋がる。
各組織においても各々対策要綱・マニュアルは作成されているであろうが、指令管制業務に身を置くものと
して、その業務遂行を的確・確実に熟していくためは、定期的に実災害時の事後検証を実施し、今後の糧と
すべきは自明の理である。
ただ、自管轄において早々災害が発生するものではない。それならば、他管轄の災害をとらえ、それを自管
轄のフィールドに当てはめ想定災害とし、シミュレーションし検証することがベストと考える。
平成 30 年に大阪府北部地震及び台風 21 号が発生した。当センター管轄においても災害に伴う多くの事案が
発生し、指令管制業務の問題点、課題が見つけられたが、この論においては組織的な問題点、課題等の考察
は後におくとして、災害概要と実情把握の部分について検証する。
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一般演題１
O1-1
119 番受信時の聴取の優先順位について
出雲市消防本部 指令課
○飯塚 行則、長廻 雄一、手銭

俊貴、矢野

和彦

出雲市消防本部指令課では、１１９番受信の対応能力の向上を目的に、災害受信の振り返りを実施している。
様々な現場を目の当たりにしている通報者や又聞き通報、交通事故を目撃し詳細不明の通報など、１１９番受
信は通報者に左右される災害対応とされ、電話によるやりとりのみが頼りで、マニュアル化することは困難か
つ、受信者の過去の現場経験や通信指令勤務の受信経験に委ねられる対応としていた。しかし、課内職員で振
り返りを継続し実施することで、受信時に聴取する項目の平準化を図り、受信者の個々のブラインドコミュニ
ケーション能力のみに委ねられることなく、災害に対し必要な消防力を現場へ送ることができることができる
チームとなり、情報の共有が図られ受信業務を熟している。
現在、必須項目の聴き取りは職員間で図られているが、さらに優先順位を定めることで、より出場指令までス
ムーズな体制を構築できるのではと模索・検討している。また、聴き取りを優先順位立てて行うことで、口頭
指導や通報者側の協力依頼の早期着手にも好影響を与えていると感じている。通報者主導ではなく、通信指令
員主導の聴取スタイルを目指し、これらの現状の取り組み方法、現状の課題、今後の方向性を含め紹介する。

O1-2
優先する口頭指導（PDT）の効果と現状
さいたま市消防局 指令課
○小池 雅人、木下 顕啓
【目的】バイスタンダーによる応急手当の重要性が示されている中、当市では指令管制員及び救急隊による口
頭指導を実施してきた。その中でも①目撃ありの心肺停止患者、②ＡＥＤ使用症例、③窒息事案（疑いも含む）、
④アドレナリン自己注射薬使用症例の４項目について優先する口頭指導（Priority Directed by Telephone 以
下ＰＤＴ）と位置づけ、平成３０年２月から、１１９番受信時から管制員が通報回線を維持したまま活動隊現
場到着までの間、口頭指導を実施してきた。今後更なるバイスタンダーによる応急手当の質の向上に繫がる口
頭指導の実施が必要と思われることから、優先する口頭指導の効果と現状を検証した。
【対象】平成２９年２月から平成２９年８月までの目撃ＣＰＡ、窒息事案と平成３０年２月から平成３０年８
月までのＰＤＴ症例
【検証方法】口頭指導検証票、口頭指導記録票、救急活動記録票から聴取内容、口頭指導内容、現着時の状況、
初診時診断名から検証
【結果】 Ｈ２９年２月～８月：目撃ＣＰＡ
２４９件
口頭指導 ７９件
３１．７％
Ｈ３０年２月～８月 目撃ＣＰＡ
２２５件
口頭指導 ９５件
４２．２％
Ｈ２９年２月～８月 口頭指導群
７９件
ＲＯＳＣ １９件
２４．１％
Ｈ３０年２月～８月 ＰＤＴ群
９５件
ＲＯＳＣ ３４件
３５．８％
Ｈ２９年２月～８月 窒息ＣＰＡ
４６件
ＲＯＳＣ ２７件
５８．７％
Ｈ３０年２月～８月 窒息ＣＰＡ
４６件
ＲＯＳＣ ２５件
５４．４％
Ｈ２９年２月～８月 窒息
３１件
窒息解除 １６件
５１．６％
Ｈ３０年２月～８月 窒息
３２件
窒息解除 ２１件
６５．６％
（平成３０年度数値は速報値）
【考察】目撃ありＣＰＡ群では、ＰＤＴ実施群の方が１１％以上ＲＯＳＣ率が高かった。窒息ＣＰＡにおいて
は５０％を超える高い率がＲＯＳＣ認められた。窒息事案はＰＤＴ１４％以上解除率が高かった。
【結語】検証結果から特にＰＤＴ①➂は心拍再開に大きく影響があった。今後の課題として指令管制員の質の向
上は必要不可欠であり、より効果的な口頭指導を行うための教育、口頭指導要領の見直しが必要である。
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一般演題１
O1-3
口頭指導の検証体制構築に向けて
奈良県広域消防組合
○空田 有二、吉井

通信指令センター
克昌、原 聖二

【背景】平成２６年４月に奈良県内の１１消防本部が合併し、奈良県広域消防組合が発足した。１１９番受信
の統合は平成２７年１２月に通信指令センターが発足し、平成２８年４月から業務を開始している。現在、指
令台受信担当の通信指令センター員（以下、指令員）は１０名×３部の３０名体制であるが、合併前の通信指
令部門体制も様々であり、検証体制の構築には大きな課題が２点あった。１つは、口頭指導の重要性と認識に
個人差が大きく、教育研修の体制構築、もう１つは、検証のための基礎データが複数のファイルに保存されて
おり、検証する環境構築（データ整理）の２点である。
【目的】口頭指導体制の構築に向け、指令員の研修とデータ整理方法を構築、この２点の課題を解決する取り
組みについて紹介することを目的とした。
【方法】研修については、昨年度から救急ワ－クステーション主導により、口頭指導や緊急度・重症度判定を
含めた座学研修とドクターカー同乗実習を開始した。また、口頭指導の検証のためのデータ整理については、
まずはＣＰＡに関する項目のみを複数のファイルで管理していたものを１つの入力様式に統合管理できるよう
に管理ファイルを作成し運用を開始した。
【結果】救急ワークステーションによる研修については、アンケート結果から満足度は概ね良好であり、継続
した研修が必要であるとの認識を得た。データ整理については、従来は複数のファイルを併用しており口頭指
導データを集約しきれておらず、同じような項目を何度も入力しなければならなかったが、１つの入力様式に
統合したため、指令員の事務負担を軽減することにも繋がった。管理しているファイルは検証項目も含め、指
令員全体で閲覧可能な状態であり、他の指令員の口頭指導内容を参考に自身の振り返りも可能となり、フィー
ドバックが容易にできるシステムとなった。
【考察】研修については前向きであるが、実施頻度については検討の必要がある。アンケート結果から１年に
２回程度の座学および同乗研修を実施したいとの意見は多かったが、人員確保の問題もあり今後の検討課題と
する。データ整理については、口頭指導を実施することにより事務負担が必要最小限となり、積極的な口頭指
導の実施に繫がり、効率的なフィードバックが可能となった。今後は、ＣＰＡ以外の口頭指導の項目について
も網羅できるシステムを現在作成中であり、来年度中の運用を目指している。
O1-4
口頭指導を前提とした「救命入門コース」の提案
熊本市消防局 情報司令課
○朝倉 一郎、池松 英治、吉岡 宏介、高田 翔、坂田 健志、千場 和貴、板橋 慶彦、吉田 みか、井柄 俊子
【背景】院外 CPA に対する市民 CPR の実施が傷病者予後に大きな影響を与えることは統計上明らかであり、
本市消防局においても心原性目撃 CPA に対し市民 CPR が実施された群では、未実施群と比較して３倍以上が
社会復帰を果たしている。当消防局情報司令課においても口頭指導の充実に力を入れているところであるが、
上記条件における市民 CPR の未実施率は、昨年 1 年間で約 31%であった。
【課題】市民救護者が CPR 実施に至らない要因として、①通信員の口頭指導技術 ②119 システム及び口頭指
導に対する理解不足 ③応急手当の実施に対する不安感などが考えられるが、今回は②③に着目し、救急講習の
あり方について検討したところ、最も開催頻度の高い短時間講習においても口頭指導は介入せず「CPA の判断
と CPR 実施の決断及び協力者への指示等を受講者に期待する」という指導スタイルに再考の余地があるのでは
ないかと考えた。一連の流れを覚えさせ、重大な決断を受講者に委ねる方法は CPR の早期着手に有効であるが、
受講者の心理的負担は大きく、応急手当のハードルを高くしている。
【取組み】そこで我々は、口頭指導を前提とした短時間講習プログラム（以下、救命入門コースとする）を作
成、担当課と連携して講習担当者への研修会を実施し、試行運用を開始するとともに、TV 等メディアの活用及
び啓発ポスター・市民向け DVD 等を作成し、指令システム及び口頭指導の普及啓発に取組んだ。
【結果】試行コースでは、講習受講経験が無くとも口頭指導により行われた CPR の質について、客観的に十分
満足できるレベルであった。また、受講者への聞き取りでは「自信がなく躊躇するときでも安心して応急手当
に踏み出せる」
「119 通報で応急手当のサポートが受けられることを初めて知った」等の意見が多く聞かれ、有
効性が確認できた。
【考察】今回我々は、短時間講習をターゲットに「確実に CPR を実施させること」を優先させた講習プログラ
ムを作成し実施に至ったが、このプログラムでは実際の対応に近い状況で訓練でき、受講者のニーズにより CPA
以外の設定でも対応できるなど拡張性が高い。なお、「救命入門コース」受講者には、より良質で CPR の早期
着手を目標とした「普通救命講習」へのステップアップを促すべきと考える。
【結語】口頭指導を受ける前提での短時間講習プログラムは、市民 CPR 実施率向上に有効である。
※CPR：compression（hands）only CPR と同義として扱う
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一般演題１
O1-5
緊急通報入電から指令までの時間の効率化について
宮城県岩沼市消防本部
○木村
豊

岩沼市消防署

災害対応のスピードを重要視される現在の消防情勢の中では 119 番通報受信時の指令員の処理のスピードも問われる時代だと
考えている。そこで通報者と会話しながら指令を流すことが出来る当本部の指令台（沖電気工業株式会社製）で出来る範囲で
入電～指令までの時間を効率よく短縮できないかと追及し、半年間、検証を実施した。下記のような考察が出たので、このよ
うな発表をすることにした。入電～指令～隊出場～到着までの時間を短縮するには通報者との会話を大きく分けて第１次情報
（出動するのに必要な情報）、第２次情報（現場活動に必要な情報、役立つ情報）と仕分けをして聞き出すことが時間短縮に繋
がると考えた。実施期間は平成 30 年 4 月 1 日～平成 30 年 10 月 31 日まで実施対象者は木村１名のみ、指令室に入って２年目
の消防士長である。当本部は人口約 44000 人の岩沼市を管轄する単独消防である。119 着信件数は年間 2935 件程度（平成 30
年）で１日平均約８件の通報がある。
○第１次情報～出場するのに必要な情報を聴取する（入電から指令まで）
：下記を聞いた時点で指令を出すがそのまま通報者と
の会話は継続し第２次情報を聴取する
（救急：住所、場所、受傷機転、傷病者の人数、現場安全状況など）
（火災：住所、場所、何が燃えているか？逃げ遅れ、けが人の有無）
○第２次情報～現場活動に必要な情報を聴取する（指令から現場到着までの時間）
：出場隊が現場到着するまでに下記を聴取し
会話を終了。無線で追加情報を送信する。口頭指導が必要な場合は副席側の指令員が無線で送信する
（救急：性別、年齢、主訴、ケガの詳細、既往歴、かかりつけ病院、現在のバイタルなど）
（火災：逃げ遅れけが人等の人数や詳細、関係機関への連絡の有無、延焼の危険性等）
【メリット】①会話を仕分けして分割することで指令台を効率的に運用できる。②指令員以外（一般警防隊）でも訓練次第で
は対応時間が短縮出来る。③聴取内容を仕分けして効率化することで入電～出場までの時間短縮が可能。
【デメリット】①早く聴取しようとするあまりに現場の状況を聞き漏らしてしまい、実際はＰＡ連携で出場するはずが単独出
場になってしまったりするリスクも懸念される。②通報者が場所を分からない等のどうしても時間を要する場合があるので通
報の全てが当てはまる訳ではない。③現場が署から近い場合、出場隊に詳細を伝える前に現場に到着してしまう可能性がある。
【考察】予め聴取する側が聞く内容を仕分けし、効率化しておくことで通信指令業務の対応のスピードは確実に上がる。実践
前は入電から指令までの時間（平成 29 年 314 件）は実践前 1 分 51 秒に対し、実践後は（平成 30 年 140 件）平均 1 分 37 秒
になった。しかし、正確性が落ちては意味がないので通報の内容や通報者の精神状態に合わせて臨機応変に対応するしかない
のが現状である。聴取する内容を聴取する側で仕分けをして第１次情報が整った時点で指令を出すことは可能である。当本部
は現在、１本部１署（平成３１年４月１に他本部と広域予定）であり指令員が休憩中や夜間帯は警防隊も指令室に入り通信業
務を行うため、通信業務対応のマニュアル化、一般警防隊に向けてのマニュアルの作成と熟練した訓練と必要である。

O1-6
地域ＭＣ協議会事後検証体制構築に向けての取り組みについて
駿東伊豆消防本部
○有賀 洸一

通信指令課

【背景と目的】駿東伊豆消防本部では、日常的に口頭指導・事前管制・ドクターヘリ要請（以下「口頭指導等」
という。）を実施している。口頭指導等を実施するうえで、その判断は通信指令員によって差異があり、住民フ
ァーストの視点に立った公平な行政サービスを実施しているとは言えないことから、口頭指導等の判断力向上及
び標準化する事を目的とした取り組みを実施している。
【実施項目と方法】1．口頭指導等における課題改善のための研修：研修実施項目については、総務省消防庁作
成・通信指令員の救急に係る教育テキストと整合性を図り研修実施管理表を作成（⑴ 口頭指導等の判断力向上
のため、医学的な知識の確認と手技の体得を図る研修 救急蘇生ガイドラインに基づく講義及び訓練人形等を使
用しての実技研修 ⑵ 事前管制取得及びドクターヘリ要請判断力向上のための研修 静岡県東部ドクターヘリ視
察及び医師の講義 ⑶ 救急に関する知識等の向上を図る研修 通信指令員の救急自動車同乗研修）
2．口頭指導等の実施状況表をデータ化し、月ごと集計、検証を実施 3．通信指令領域の事後検証を月ごとに作
成し、地域ＭＣ通信指令事後検証会を実施
【考察】1．救急蘇生ガイドラインに基づく講義及び訓練人形等を使用しての実技研修を行うことで、知識実技
の再確認ができ、お互いが指導者となり実際の口頭指導に繋げられる。2．ドクターヘリ要請基準に関して、出
動要請基準のキーワード方式を作成し、試行運用している。また視察研修により判断力向上と運航対策室のシス
テム理解及び顔の見える関係を築け、連携強化が図れた。3．救急自動車同乗研修を通じ、救急隊との連携が強
化し、通信指令員に必要な救急に関する知識・判断及び接遇力の向上を図ることができた。4．検証や分析を行
うことにより、指令員の口頭指導等の現状を把握する事ができた。5．平成 30 年７月１日から 12 月 31 日までの
６か月間の検証対象総件数は 106 件であり、１次検証は 104 件で 98％２次検証は２件で２％、３次検証の該当
はなかった。検証結果を研修することにより、判断力の向上を図ることができた。
【まとめ】日常行っている通信指令業務でも目的や実施項目を設定することにより、意識改革や目的の達成感を
感じ継続的かつ自発的な改善へ繋がることが分かった。また地域ＭＣへの構築に結びつけることができた。今後
もより良いものとするため、資質向上に向けての取り組みを実施していきたい。
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一般演題２
O2-1
久留米市ドクターカーのキーワード改定の影響と課題
1){ƿǥĤäƢɝŷɓ 2){ƿǥñùǁɠ

ɴĦřÓřĴRqSs
Ēv ƒğ 1)ƂƼ Řò 2)ǔƼ ƵÊ 2)

ǆǅ 2017 Ġ 5 ű+Ȏ@> {ƿǥęYJSsHsɶvKDCɷȘȬåƨŗþ+ &CPA Ɓ
ǆŔŲÁ-ūɛċ/(ɟþ> (-KDC ,©µŜÂ.řÓƳ+ñ*ĬɭAx& =3 ň
Õ,IspsYǿÅȄ±-ɐƒɋƻ+ǇǮ&< ǁǽ,~ĭ+7Ƿ=ƅ6&ɗȘ*¬Š' =
'ȘȬåƨŗþ¯ĭ,ɋƻƲƛAƖȼ=((7+ňÕ,XlCsP,ƴƲ(ȩɱAǼĄ=
Ćȳ(ŢƝ ĆȳʂKDC ȘȬƁ ŢƝʂȘȬåƨŗþ¯, H28 ĠĦǺ 481 (ȘȬåƨŗþĭ, H29
ĠĦǺ 280 'wőɄƳ(,¦ȢIspsYȘȬ°Í£ɨ; KDC ȘȬ3',ūɛňÕ,
XlCsPƲƛCPA ,ǒİĝƳAƖȼ  ŴɛʂH28 Ġ 4 ű 1 ŤʐH30 Ġ 3 ű 31 Ť
ǮŻ H29 ĠĦ,©µŜ-¯ĠĦƖ' 42ɵƥċ wőɄƳ- H28 ĠĦ 19ɵ+ĆH29 ĠĦ 14ɵ
' # IspsYȘȬ°Í'-
CPA' H28 ĠĦ 29ɵH29 ĠĦ 24ɵ' 5ɵƥċ Ű7
ė© IspsY-Ăļķ¹' H28 ĠĦ 30ɵH29 ĠĦ 16ɵ' 14ɵƥċ £ɨ; KDC
ȘȬ3',ğãūɛ-Ăļķ¹'H28 ĠĦƖ' H29 ĠĦ- 1 ª 14 ǗĨɚ ňÕ,XlCsP
Ʋƛ'-CPA ȘȬƁ'ǒƔ,¬Š+:=wőɄH28 ĠĦ+- 44 ' #  H29 ĠĦ'- 0 
' # CPA ,ǒİĝƳ- H28 ĠĦ, 1.9ɵ; H29 ĠĦ+- 8.8ɵ+uŧ&

ǼĄ ȘȬåƨŗþ+:<ǒƔ+Ć=©µŅ®+-tþ,´Ż4;>őɄƳÂ. CPA ,ǒİĝ
Ƴ,Ðu+Ƿ#&
©µŜ,ƥċ->u+ñ Ăļķ¹+ɜ&- KDC ȘȬ3'+
ūɛAȘ& =+7@;zǟǂu,°Í+î¹-*ľŻ-Į;>& * ,ǮŻ;
Ŝƥċ,ȃŭ+-YJSsHsĲȘ' # ƁÑ3>& =ÈȄĵɴ 
Ǯȧ CqTsXlCsP,ƃȣ®,ǎǝ-Úǳ,ȩɱ' <řĴɡ(½±YJSsHsɐƒɋƻ
+³6& 


O2-2
メール 119 と Net119 の導入における効果的な広報手法
ȲƼęƢɝŷɓ
Ƽz ĈñɴƊ ƒũƂ ġñɁ Ģƹƙĕ ƣɔǤ ¿ŞǵŢ ¼ɖ
ȃŭ Īę'-ǿț8ɬíȝȧƌȄ+ɣ  =ǽ,ɺɺʁǀɅæŁƕ(&>3',ʆʃʍƌ
Ȅ*)+²ğľɻʁĠĦ+ʅfsmƌȄɶvfsmɺɺʁ(
ɷğľɼɹĠĦ+DqSs[
VXŊǲƌȄɶvʉʎʏɺɺʁ(
ɷAƻ
ɅæŁƕAĉ£ 
ǆǅ fsmɺɺʁĉ£ū+ǿțrɬíȝȧƌȄɣ ǽ+ǄəƁ¦AɄ ǄəǽŜɶğ
ľɼɹĠɼűɼɺŤūƬɷ+()3#& =,ȘÝAƃȟʉʎʏɺɺʁ,ŬÂÙǃAÿţ 
Īę,Å<Ǭ4ÌƢɝƌɜ+=ǿțrɬíȝȧƌȄɣ ǽAĆȳ( ŬÂÙǃŢƝ(&´Żǅ
*7,+*=: +ŌƁ=
ŢƝ
ɶCɷfsmɺɺʁAĉ£ɺĠĭ,ȦȮƲƛ*)+$ &ǿțrɬíȝȧƌȄɣ ǽ+CqLsX
Aÿţ
ɶDɷCqLsXǮŻ;fsmɺɺʁ,ǄəǽŜ+$ &ɌÀ+Ɏ#&ƃȟAÿţ
ɶEɷʉʎʏɺɺʁ,ĉ£+(7* ŬÂÙǃAÿţ
ɶFɷʉʎʏɺɺʁAĉ£ɺűĭ,ǄəǽŜ+$ &ƃȟAÿţ
ɶGɷʉʎʏɺɺʁ,ŬÂÙǃAɃ²ÿţ
ǮŻ ǄəǽŜ,ŋǘ;´Żǅ*ŬÂÙǃŢƝ+$ &Å<Ǭ4ǮŻAǃȑ=
ǼĄ ǿț8ɬíȝȧƌȄ+ɣ  =ǽ(
Ćȳǽɟ;>=çÍ,ŬÂÙǃ+$ &-Ćȳ
ǽ+,øà8ĲȘĵAǄə+Ƿ=(-*<Þɧ' # ,(+$ &zſęÂ.
ĺǋǊ¦,Ƣɝƌɜ,Å<Ǭ4ƲƛAȸ3&ɂ0=
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一般演題２
O2-3
通信指令員は燃え尽きてしまったのか!?
ɔƋñù ħǖùɓřĴřÓùǖ
ǔē ǣĶºĊď Ȕ
ǆǅ Ƣɝŷɓ,ɅňÕ-ǳĴļ+ =Ɨ(ɨȥǟ',MdiZLsOjqAǌūɛ'Ȏ $
$ɐ«*ĆĳAĲȘ(=ɴĦ*Ƅ¶Ƙ6;>& =,: *ǳɁ ȀçƷé+-Ƈ*Ȁ¶
QXnQøà& =(Ǽ;>=,ǍǛ'-ǉȰě8 Ȱì*)]iscqrNs^QȀ
,Ȁ¶QXnQ,ǮŻ(&ðǃ& =\sqCEXɅňÕ+7øà=,ɦȀĹȮ+ĬɭA
x& =,ıƵùǅ+ƃȟ=(Aǆǅ(& =
ŢƝ 2018 Ġ 10 ű 1 Ť; 31 Ť3',Ŵɛ+¤ß,ƢɝŷɓɅňÕɶćr¥Ñ5ɷAĆȳ(
 ƮȠÏ, WEB CqLsXȪžAȎ# Ȫžɯǆ-©µň,QIm+ɜ=ɯǆɅæǽ(,M
diZLsOjq+ɜ=ɯǆ\sqCEX+ɜ=ɯǆȀ¶Ʀȷ+ɜ=ɯǆɦȀĹȮ+ɜ=ɯ
ǆǈȫǈŁ+ɜ=ɯǆđĵ&ȆƽȠȽ( 
ǮŻ ¤ß,ɅňÕ 595 Ï;ÜǠĮ;>ǱȞȜź+- SPSS ver.25 Aƻ ŷ',ǃȑ
¦Ă-\sqCEX+ƯƬA &&æÒ=\sqCEX,včĦ 3 Ýö,ĮƬğã-ĸǵǅƢǾĻ
11.90ɶSD4.55ɷ,=.813ǅɍľĻ,v 22.86ɶSD4.23ɷ,=.764ȅƀ¹ 10.20ɶSD4.29ɷ,
=.821 ' # \sqCEX 3 Ýö,ĮƬğãɴ ȀÕ1)ɦȀĹȮɴ# ɶp <.001ɷȘÝ(
&ǈȫǈŁ * ȀÕ-ǈȫǈŁ =ȀÕ:<7ĸǵǅƢǾĻȅƀ¹ǅɍľĻ,v
,ĮƬğãɴ# ɶp <.001ɷɕđAĚų& * ȀÕ-Ěų ȀÕ:<7ǅɍľĻ,v,
ĮƬğãɴ# ɶp <.05ɷǢƵȀ'-* ȀÕ-ǢƵȀ:<7ĸǵǅƢǾĻ(ȅƀ¹,ĮƬğãɴ
# ɶp <.05ɷ
ǼĄ Ƣɝŷɓ,ɅňÕ+ &7Ȁ¶QXnQ;ĸǵǅƢǾĻȅƀ¹&ǅɍľ
Ļ,vȶ<\sqCEX+ȇ=(ǼĄ'=\sqCEX-ɦȀĹȮ+Ĭɭ& = 6
ǜư,ɦȀ8ıȹ,wȪ+$*=çÍ =ü¤*\sqCEX+ȇ=3'+ɐ«*ĆĳAȎ
6+
-Ȁ¶QXnQ,ȘÝAƃȣɅňÕ,ȀçƷé, <Ţ+$ &ƃȟ=(ĲȘ' =
O2-4
通信指令員の職務技能が円滑な業務遂行やメンタルヘルス、職務満足感に及ぼす影響
1)ǓĿôùɠñù 2)ɜȗßɢñù 3)ɔƋñù 4)ßìȉñù 5)ƜĖ¾ĤäƢɝŷɓ 6)ÔƐĒęƢɝĎ
ŵŸ ŨǨ 1)èȱ Čƒ 2)ºĊď Ȕ 3)Ƽz Ǖƚ 4)¸â ɘ 4)ñȗ  5)ȱÇ Ľ 6)

ŷǍǛ,ǆǅ-ɅňÕ,Ȁ¶ŃȄAªɲ§ƪ*Ƅ¶ɊȎ8fqSmamQȀ¶ƦȷĻ+Â2
ĬɭAıƵùǅ+ƃȟ=(' =¤ß 10 ĥǊ 21 ƢɝŷɓrĎ+Ȫž½±AɰÌɓǹ+ŀđ
= 272 Ï,ɅňÕ;ÜǠAĮ ȵØɯǆ-ɅňÕ,Ȁ¶ŃȄ8Ƅ¶u,wûróŚȄ±,
ȆĘȤǦǓǅħȀ¶ƦȷĻpsJrgUbsOjq·¶ĠŜ*)' # 
ªź,ǮŻ-v,Ʌ<' =3ɅňÕ,Ȁ¶ŃȄ,Ɔɇ-Ýöªź,ǮŻ;
©µň,
ŃȄ(Ʌæǽ(,MdiZLsOjqŃȄ, 2 Ýö;Ɔľ>=(Ǒ> 
©µň,ŃȄ
-Ʌň,ƌÛŕ8©µçŀ,ƱþɀɆ*©µɐ«*¬ŠȖŜȩɱ,ɊȎ*)+ɜ@=ŃȄ'
<
Ʌæǽ(,MdiZLsOjqŃȄ-ɅňÕ;Ʌæǽ+ɐ«+ĸæAɍɅæǽ;ƒ
ǎ+ǿÅAȎ Ʌz+Ȇ;,ĻĸAɐ«+®į=ŃȄ' # Ǝ+>;,ɅňÕ,Ȁ¶Ń
ȄÂ2ĬɭAƃȟ= 6+©µň,ŃȄÂ.Ʌæǽ(,MdiZLsOjqŃȄAȨũîŜ(
Ƅ¶u,wûróŚȄ±,ȆĘȤǦǓǅħȀ¶ƦȷĻAǆǅîŜ(=ɗÜĝªźAȎ# 
,ǮŻ©µň,ŃȄ(Ʌæǽ(,MdiZLsOjqŃȄ,)";7Ƅ¶u,wûróŚAƥ&
7,,Ȅ±,ȆĘȤ-©µň,ŃȄ+:#&,4ɴ3<ǦǓǅħ(Ȁ¶ƦȷĻ-Ʌæǽ(,M
diZLsOjqŃȄ+:#&,4ɴ3#&
;ɅňƄ¶,§ƪ*ɊȎ, 6+-yŃȄ
wÈƍ' =+7@;ɅňÕ-Ʌæǽ(,MdiZLsOjqŃȄAȆȹ,Ȅ±,tɓ(
&ŉ>& * ÈȄĵǑÖ> Ʌæǽ(,MdiZLsOjqŃȄ-',QXn
QAƥ=('ǦǓǅħAȋõ*Ʋļ+"Ʌæǽ;,ȁþǅÃĳAĮ=('ɅňƄ¶+
Ć=8< Aɴ6=(Ǽ;>=
Ů+psJrgUbsOjq,ȕȷǅªź;ɅňÕ-ľɚĹƏ8ǆƈɍľɛ(,½±,µƌ
%ɴ tŢÎ¢(«Ǐƶǐ=µƌ%ɴ (ȝ* (Ǒ> Űĭ+·¶ĠŜ(Ȁ¶
ŃȄɛ+ɜɈĵ4;>*# (;ɅňÕ,ŃȄÐu, 6,śȂ`oKke,ǃĐrŬÂ,
ĲȘĵǑÖ> 
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一般演題２
O2-5
東日本大震災時の隣接市からの 119 番迂回受信と指令センターの復旧運営

¼Ȍ ġ|
ğľ 23 Ġ 3 ű 11 ŤŹŤŷñɩƫ'ɩĦɾĩ,Ő>+șȊ@> ĪƢɝŷɓ,ňRqSs'- 14 ū 46
ª,ŷɩǇĭ;×ƻɨƧɨ(*<ǩɽūɛĭ, 18 ū 30 ª+-ģȈ,ɪĞƻǃɨȡƑň
RqSs/,ɨƧǰü¤Ƒ ɞ-ƮɨɨƧȓǸ(UPS)+:=OQWeǚ¡(*# 
;;+ǩɻūɛǭɌ 20 ū 40 ªɮUPS ,ɨ±ŽƤĸæǧOQWe7TEq ɶňǧ
OQWe(ɬí)-,ĭ7ɋƻ'119 ǀɅæȆ-Æ'&
ɷ
ĸæǧOQWe,TEqAÆňRqSs;ƫāĆǡŷɓAɅ&ɨ±ǒ+ɨƧȺơɏAȘȬ
ǻ 12 Ťɺū 30 ªɮ+ɨ±İť
ŷɩ;ǩ 24 ūɛǭɌ 14 ū 00 ɮňRqSsÄĂ, 119 ǀÜǶtşTEq>-Űă<+
= 119 ǀɥǩAɥǩ NTT ĎȈ(ōĎ),ɪĞƻȍɨƙŽƤ
6(¬ũ119 ǀÜǶɥǩōĎ
/7ɨ±ǒ,ɨƧȺAơɏ&7; ǻ 13 Ť 13 ū 00 ªɮ+ 119 ǀÜǶɥǩōĎ7İť 
ŒĜɨȥåáĎɪĞɋƻ& =ɜ'ɤŊęƾŸ;, 119 ǀĤä£ɨ= 6>;AǢȾƢɝ
ŷɓ+
7,,ɅĞ,ɨȥÜǶƻ'* (;ȆƚȐŪɅƌƆ(LASCOM),ȐŪÜǶ
8ɪĞɅmsXAƠƻĸæAɍ
,ĭɼű 19 Ť+ŒĜɨȥ,ǳĴɅæĢǒ;ƢɝŷɓģȈëƩƲļ' =ɤŊȆƚ, 119
ǀɅæAȿÜÆ&1 (,ȘȬ <łȭɞɅIhlCÌǒ;7ÎƇ,ȘȬǈƎ
ɤŊȆƚ,ęȏá-Ɵƞ+:=Ƹñ*ȒāAÆ&
6řĴȘȬ£=çŀ-ɒɧŀ(*# ɴÉ
,ɥŀ8ąɠ( # (?ðɅæǽ7>;ɥŀ8ąɠ,ŀ@;*
6ȿÜÆ
=ĪƢɝŷɓňRqSs-ǢȾï' =Ȇƚ,ɒɧŀÏ'çŀAƱþ=ĲȘ =*),ĆĳÞɧAƅ6 
3 ɩƫĭɿĠǭɌ 119 ǀ,ȿÜÆ+$ &-ð,ȩɱA÷B'<Ŷ!¯,żǬ4
ũǎ¹>& * Ãɫ'Ìá'ñȚƉ*Ȇưƫāǃƹɨ±,_kVJCEX8 119 ǀÆ'
* ( # Ɓ¨.ǃƹ& =(;ØɱŌȶ(&Īū,ǭɳAǪ =
O2-6
東京消防庁の救急管制について
ŹƢɝģ ȯɝɓǴÍňĀ
ýĿ tī
ŹƢɝģ'-ɺɺʁǀɅæ;ƫā©ç= 6,ɓɡɋƻÂ.©çɓɡƴçƠµǫ}=3'ŖŏA
tŇ=ȯɝɓǴÍňĀ =Źɔ 23 »AǢȾ=ǴÍňĀðœá»AǢȾ=ðœňĀ
<ɺɺʁǀAÆɓɡɋƻA=Æ·¶Ƣɝɡ,ƴç',ƠµƲƛAńŎƠµAŖŏ=ƫāƮ
ǶņĪÜǪ =řĴɡ,ɓɡAǢƵŖŏA=řĴǢ®Õt+*<ɔƗ,ƹÓȴƺAú= 6
ɻůɽɓ®'ɻɽūɛĆĳA& =
ŹƢɝģǢ¦',ɺɺʁǀɅæÆŜ-ğľɼɹĠ+ǩʀɻʁ,ɺɽʀɺŤğãɻɸɻɿɻ,°Í
'ɺɺʁǀɅæ£ɨ& =Ʋƛ' =,z'7řĴ©çŜ-ğľɼɹĠ+ǩʀɺʀɸɹɽɽ
ʁĠɈǲ'Ɠ,ŰɴřĴ©çŜAŮš& =řĴ©ç7ĠðǙðƇƠµ7ÞɧAƅ6=Ɓ
êɓɡǢƵ§ƪ*řĴƠµAŖŏ= 6ŹƢɝģ'-řĴǢ®Aĉ£řĴƠµŖŏAÿţ
& =
ʇʊʋAƠƻ řĴɡ,µļǢƵɗǂ ǁǽ,ǁɠɑþřĴɡ²āȎƭǟAÆ ɢ,ǳĴǃɉ
Ë,ĆĳŹʄʈʃʌ,ɈǯȪŝřĴal(,ɈŒĔ9řĴalĆĳðŜ ǁǽǃƹū,¯ǁ
ɠǎÂ.ƠµŖŏǟ33*¶AɊȎ& =
řĴǢ®- ǁǽ,lQJȻƥAǞt+ɺǗ'7Ŧ ǁɠÄĂAǆň 6ŤƴçƠµ,řĴɡ(ɈŒ
Ǣ®Ƅ¶AȎ#& =
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第２回通信指令シンポジウム

2019
病院内
救命医療

☞口頭指導内容の標準化及び口頭指導
技術の検証・評価システム

・救急病院、救命救急センター
・緊急手術、緊急カテーテル治療
・心肺蘇生、集中治療

病院前
救急医療

北九州地域救急業務メディカルコントロール協議会 会長
北九州市立八幡病院 副院長・救命救急センター長
第２回通信指令シンポジウム
平成3１年２月２３日 東京
©

SHIGEHIKO ITO

伊藤 重彦
©

☞ 救急業務が高度化・複雑化するなかで、MC体制
の守備範囲は確実に拡大し、重要性が増している

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

③通信指令業務と緊急度
→消防庁緊急度判定プロトコル
119番通報フェーズへの導入
©

SHIGEHIKO ITO

© SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

・一般市民の救命手当・応急手当
・通信指令員の口頭指導
・現場救急隊員の救急救命処置
救急隊活動 ・ドクターカー、ドクターヘリ
Kitakyushu City Yahata Hospital

▷本講演
→①口頭指導技術の標準化
②口頭指導技術の検証法
③通信指令業務と緊急度

©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

▷電話にでた消防職員（通信指令員）は

①口頭指導技術の標準化
→覚知から３分間の標準化
②口頭指導技術の検証法
→MC協議会・MC医師の関与

SHIGEHIKO ITO

搬送手段のミスマッチ
・救急受診ガイド、♯7119
・消防救急車の適正利用
・病院救急車、民間救急車
・ACPとDNAR対応

▷本シンポジウム
→通信指令員の教育・研修

○救急業務の需給ギャップ拡大への対応
→緊急度判定普及による救急搬送の適正化
○救急業務高度化への対応
→救急救命士・通信指令員・MC医師教育
○搬送困難事案への対応
→消防機関と医師会・医療機関の連携強化
○地域包括ケアシステム下の高齢者の救急対応
→救急搬送手段と搬送先選定とDNAR対応
©

通信指令

急病者
Kitakyushu City Yahata Hospital

搬送先のミスマッチ
・コンビニ受診
・低緊急患者の救急病院集中

100回のうち、約 99回（平成26年）
200回のうち、約199回（平成28年）

「救急ですね。どうしましたか？ 」と回答

・通信指令救急業務の検証・教育・指導
について、メディカルコントロール下の
検討を、長い間行ってこなかった。
©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital
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❶「火事ですか、救急ですか」
❷「救急車を向かわせますので、住所を教えて
ください」
ここまでは100％標準
この次に聞く一言は・・・
・傷病者の名前・年齢・性別を聞く
・通報者と傷病者の関係を聞く
・息をしているかどうかを聞く
・意識があるかどうかを聞く
・倒れたところを見たかどうか聞く
・どんな症状ですかと、症候全般を聞く
・周囲の状況、応援者がいるかどうか聞く
©

なにを優先するのか、考えてみる必要がある
Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

☞ 地域で業務内容が異なるのは、なぜ？
◎消防本部の機能は？
・指令課職員数、うち救急救命士の数
・位置情報・地図検索機能、映像電送装置
車両運用情報システム など
◎救急需要の違いは？
・出動件数、覚知～現着までの時間
・救急告示病院数、病院応需率
・PA連携出動、ドクターカー出動基準
◎メディカルコントロール体制の充実度
©

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

☞消防本部の人員規模・通信機器仕様で
プロトコルが異なる可能性はあるか？
プロトコル構成

指令課の規模

簡単・総論的

通信指令業務と
救急業務の兼任

↓
詳細・具体的

口頭指導時間
通報覚知

救急出動

通信途中
回線遮断

現着接触
通信遮断

☞ 通信指令員の救急に係る教育システム
・通信指令員による口頭指導の充実化
・バイスタンダーCPRの実施率向上
・口頭指導による救命率向上
平成26年3月救急業務に携わる職員のあり方に関する作業部会

─ 各消防本部の口頭指導手順に、ばらつきあり
─ 同じ指令課内の業務手順にも、ばらつきあり
─ 地域ごとのオンラインMCに、 ばらつきあり

©

SHIGEHIKO ITO

このテキストの１ページから巻末まで
熟読しても、達成できる項目は○割？。
Kitakyushu City Yahata Hospital

☞ 地域の救急需要、消防本部規模、MC体制
などの違いが、通信指令業務へ大きく影響
◎救急業務
・現着（接触）～病着までの時間
・救命救急処置プロトコル
◎通信指令業務
・覚知～現着（接触）までの時間
・位置検索機能や職員配置数
・PA・ドクターカー連携システム
©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

○平成27年度 一般財団法人救急振興財団 救急救命の高度化に
関する研究事業「通信指令の機能強化─効果的な口頭指導の研究」
（代表研究者：伊藤 重彦 北九州地域MC協議会 ）
○平成29年度 一般財団法人 救急振興財団 救急に関する調査研究
助成事業「口頭指導技術の評価・教育システム普及に関する研究」
（代表研究者：伊藤 重彦 北九州地域MC協議会 ）
（研究協力：北九州市消防局ほか、北九州地域消防本部）

救命率向上を目指す

通信指令業務
１回線１人体制

１回線２人体制
バックアップ体制

通信指令員の口頭指導技術力の充実強化
覚知から３分間の口頭指導手順の標準化

プロトコルに基づく口頭指導に専念できる
症候別インタビューと緊急度判定に専念できる
©

SHIGEHIKO ITO

© SHIGEHIKO ITO
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Kitakyushu City Yahata Hospital

©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital
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☞ 口頭指導手順の標準化が可能な時間枠

☞ 通信指令業務の概要（救急事案）

©

通報-覚知

119番通報（本人・家族・第三者）

住所検索

固定電話登録、携帯電話GPS検索（番地、目標物）

出動指令

通報場所に近い救急車の出動（自動、無線・FAX）

CPA認知

必要情報（反応がない、正常呼吸でない）

PA連携

必要マンパワー判断、あかきゅう（CPA、多重事故)

応援要請

ドクターカー、ドクヘリ、災害モードの指揮隊要請

口頭指導

マンパワー、不安・混乱の対処、わかりやすい言葉

プロトコル

心肺蘇生・外出血・気道異物・四肢切断・熱傷対応

症候聴取

緊急度判定のための症候インタビュー（CPA以外）

情報共有

出動救急隊へ傷病者情報の提供
Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

・覚知から３分間の時間枠どの消防本部
でも口頭指導の標準化が可能では？
・ 覚知から３分以内で、CPA傷病者への
心肺蘇生口頭指導の開始が可能では？
・ CPAでないと判断できれば、３分以内に
症候インタビューと緊急度判定が可能では？
・救急出動指令から２分後には、通信指令と
救急隊で傷病者情報の送受信が可能では？
©

☞３つのフェーズ・３つの時間枠に整理
通報-覚知

119番通報（本人・家族・第三者）

住所検索

固定電話登録、携帯電話GPS検索（番地、目標物）

出動指令

通報場所に近い救急車の出動（自動、無線・FAX）

CPA認知

必要情報（反応がない、正常呼吸でない）

PA連携

必要マンパワー判断、あかきゅう（CPA、多重事故)

応援要請

ドクターカー、ドクヘリ、災害モードの指揮隊要請

口頭指導

マンパワー、不安・混乱の対処、わかりやすい言葉

プロトコル

心肺蘇生・外出血・気道異物・四肢切断・熱傷対応

症候聴取

緊急度判定のための症候インタビュー（CPA以外）

情報共有

出動救急隊へ傷病者情報の提供

CPA対応ゾーン

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

・CPA判断（意識と呼吸のみ確認）
・PA連携出動の判断と出動指示

救急ですか）

住所の確認・救急隊出動指示 ⇒だれがどうしましたか？
↓
↓
通報者が本人である
通報者が本人ではない
↓
↓
↓
①CPAではない
②CPAである
③CPAではない
症候別インタビュー
緊急度判定

心肺蘇生口頭指導
PA連携出動指示

症候別インタビュー
緊急度判定

（資料）平成27年一般財団法人救急振興財団 委託研究事業「通信指令の機能強化─効果的な口頭指
導の研究」（主任研究者：伊藤重彦）
©

SHIGEHIKO ITO

© SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

次の１分
（P2）

・CPA →AEDの準備、心肺蘇生指導 最後の１分
（P3）
・非CPA→症候インタビューの開始
症候別対応ゾーン

©

※非CPAが確認でき次第、症候インタビューに入る

・症候からの緊急度判定と搬送先の選定
・救急隊の現場活動に必要な情報の伝達

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

☞ 覚知から３分間の標準化 ─ 次の１分間

☞ 覚知から３分間の標準化 ─ 最初の１分間
119番通報（火事ですか

覚知から３分間の時間枠

・出動先住所の確認、救急隊出動指示 最初の１分
（P1）
・通報者が急病者本人かどうか確認

▷フェーズ１（P1）
・住所確認
・救急出動
▷フェーズ２（P2）
・CPA覚知
・PA連携・Drカー
▷フェーズ３（P3)
・症候インタビュー
・緊急度判断

３つの時間枠

©

☞標準化が可能な覚知から３分間の口頭指導手順

３つのフェーズ

▷フェーズ１（P1）→最初の１分
▷フェーズ２（P2）→ 次 の１分
▷フェーズ３（P3）→最後の１分

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

↓

CPAの確認

CPAと判断する現場状況

・水没、風呂のなかに沈んでいる

⇨

はい

・首を吊った、喉が詰まった
・息をしていない、冷たくなっている
↓いいえ

意識の確認

呼びかけて反応はありますか

⇨

いいえ

お話ができますか
↓はい

呼吸の確認

息をしていますか

普段と同じような呼吸をしていますか
胸が動いて（挙がって）いますか

↓はい （CPAではない）

⇨

いいえ

CPAの早期把握
CPAである
⇩
心肺蘇生
口頭指導
CPAである
⇩
PA連携出動
CPAである

❶意識の確認
↓
❷呼吸の確認
↓

③ A連携出動
蘇生プロトコル
症候インタビュー

※救急隊員も判断に迷うことがある呼吸の確認は、必ず意識の確認のあとに行う。
©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital
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☞ なぜ、最初に ① 意識の確認
その次に ② 呼吸の確認 なのか？

☞ 覚知から３分間の標準化 ─ 最後の１分間

聞き方・答え方
・目を開けない
・動かない
・唸っている

CPAではない
救急車を向かわせていますのでもう少し詳しく
聞かせてください

・普段の呼吸か？
・あえぎ呼吸か？
・胸、腹が上下する

↓

患者さんの年齢と性別、症状を教えてください
↓

症状について、詳しく伺います
↓
緊急度判定のための、症候インタビューへ
Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

意識はありますか

意識はないようです

©

意識がないと確信できる
揺すっても全く動きません

呼びかけて目を開けますか

揺すっても目を開けません

息をしていますか

息をしてないです

情報の
取り方
情報の
伝え方

わかりません

息してないと確信できる
胸やお腹が上下していますか

胸もお腹も上下していません

普段通りの息をしていますか

不規則です、止まりそうです

©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

通報者からの情報
Information（ 加工されていない情報 ）
→ 必要な内容が選別・抽出されていない生情報
→ 聞いただけでは判断・指示できないデータ

©

© SHIGEHIKO ITO
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Kitakyushu City Yahata Hospital

▷症状・病態の 表現力 しだいで
⇒ 正しい症状や病態を見誤る
▷意識、呼吸の 観察力 しだいで
⇒ 意識・呼吸の有無を見誤る
▷応急手当への 理解力 しだいで
⇒ 効果的胸骨圧迫が出来ない

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

☞ 口頭指導技術とは、通報者から、Information
よりIntelligenceに近い形で情報収集できる能力
・判断・指示に利用できない情報
・通報者の言いなりの通信
InformationよりIntelligence
・判断・指示に利用できる情報
・必要な項目に関する発言を誘導

・迅速なPA連携出動、CPA判断とCPR指導

☞優秀なインタビュー： 判断・処置に必要な情報、
必要な回答を通報者から聞き出す、誘導する技術
SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

・口頭指導の出来不出来が、傷病者の緊急度判定
とCPAの早期覚知に有用な情報収集に影響する。

Intelligence（ 加工されている情報 ）
→ 意思決定者の判断・指示を行ううえで、
Informationより有用性が高い情報
→ 聞いただけで判断・指示ができるデータ

©

SHIGEHIKO ITO

☞〈通報者から得られる情報〉と
〈通信指令員が伝える情報〉がすべて

わかりません

呼びかけて体が動きますか

呼吸あり・なしの判断
→ ・わかりにくい
・答えにくい

・呼吸の有無は、救急隊員でも迷うことがある。
・市民の観察力で、意識の有無は確認しやすい。
・意識がないなら、呼吸の有無が不明の場合は
CPAとして対応できる。

※緊急度判定は、消防庁緊急度判定ver2に準拠
©

意識あり・なしの判断
→ ・わかりやすい
・答えやすい

必要な情報を優先的に聞き出せる能力
©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital
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☞ 通信指令業務（救急事案）の質
を担保するための検証及び評価方法→

☞口頭指導の質向上のために必要な具体的技術
─ 重要な情報を、うまく引き出せるか

◎指令課
・指令課内検討会議での評価
・通信指令員による自己評価
・ガイドライン・指針による評価
◎MC協議会
・事後検証委員会での検証
・口頭指導プロトコルに基づく検証
・MC医師による指令現場の視察・評価

※聞き上手で、必要な回答を誘導できる
─ CPA（疑い）を、早期に判断できるか

※CPAを疑う情報を迅速かつ確実に収集できる

─ わかりやすく、落ち着いた指導ができるか
※慌てる通報者を落ち着かせ、指示・指導内容
を確実に伝えることができる
─ 緊急度にあわせた、適切な指導ができるか
※症候インタビューから、緊急度判定ができる

©

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

ゴール→ 口頭指導技術の向上

©

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

通信指令員口頭指導28項目に
対するセルフチェックシート

▷口頭指導内容・手順は標準化したが、
どの程度バラツキがなくなったのか？

☞チェックリストを
用いた自己評価法

▷口頭指導の質を担保するための効果
的な検証方法に関する研究が必要 →

活動事案を自身で視聴して
自己評価するシステム

・どんな項目を検証すべきか
・どんな基準で検証すべきか
・どんな検証方法が効果的か
平 成 29年 度 一 般 財 団 法 人 救 急 振 興 財 団 救 急 に 関 す る 調 査 研 究

©

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

©

☞ 指令課職員とMC医師による検証・評価会議
通信テープを聴取しながらの技術評価（１）
場所：各消防本部
時間：約90分（勤務時間内）
事案：３事案（消防本部で抽出）
☆準備
①通信内容の生テープ
②通信内容の文字起こし
※通信内容の時間経過が１分毎に
判るような記述にする
③病院搬入後の経過と転帰の確認
☆検証・評価
覚知から３分間の標準化項目に準じた
技術チェックと検証・評価
©

SHIGEHIKO ITO

© SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

助成事業

「口頭指導技術の評価・教育システム普及に関する研究」

Kitakyushu City Yahata Hospital

☞ 指令課職員とMC医師による検証・評価会議
通信テープを聴取しながらの技術評価（１）
─検証・評価方法のメリット

◎通信テープの聴取
通報者の慌てる様子・周囲の混乱の様子・指導への従命
状況などをMC医師が確認した上で評価、検証ができる。
◎当事者の参加
通報者から聴取した内容や指導手順において、指導根拠
や問題点・課題を当事者に直接確認し、議論できる。
◎通信テープ内容の文字起こし
文字起こしした通信内容を、1分ごとの時間枠に分けて、
聴取すべき、指導すべき項目が実践できたか確認できる。
©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital
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MC医師の指摘が多い内容
▷CPAの確認
・意識の確認までは早い
・意識→呼吸に続かない
・呼吸確認に１分以上掛かる事案がある

2019
Q: あなたのほかには、どなたかそこに居ますか
口頭指導に入る前に、現場の様子をイメージする
❶現場に何人居るの？？
・電話は冷静なひと
・胸骨圧迫は上手なひと
・近くにAEDがあるか
・ドアのカギを開けるひと

▷現場のマンパワーの確認 意外に確認していない内容
・話し相手は誰がいいか（落ち着いた人）
・胸骨圧迫は誰が上手か（高齢者より息子、娘）
・途中の交代要員はいるのか（交替の指示だし）
・部屋のカギを開けにいける人はいるのか

❸救急隊の原着後の誘導は？
・オートロック？
カギは開けてあるか
・誘導は必要か

▷胸骨圧迫の指導
・胸骨圧迫を続けているという錯覚
・やめないでください、続けてください・・・
©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

©

✓人口が減るなか、救急搬送件数は増加

・一台の救急車で、急病人をピストン搬送

平成23年度
平成24年度
平成25年度

✓軽症者の搬送が増えると、重症者のもとへ

早く到着することが困難になってくる

するほどの症状かどうかいま一度考えてほしい
Kitakyushu City Yahata Hospital

©

☞移動手段・搬送手段と緊急度（時間的余裕）
緊急

消防救急車で移動（119番通報する）
・30分以内が目安
・直ちに救急病院へ行く

準緊急 自家用車等（一部救急車）で移動
・２時間以内が目安
・できるだけ早く病院、急患センターへ行く
低緊急 自家用車、路線バス等で移動
・12～24時間程度が目安
・今日中、明日の午前中の一般外来の時間帯
にあわせて病院へ行く
©

SHIGEHIKO ITO

© SHIGEHIKO ITO
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Kitakyushu City Yahata Hospital

社会で共有する緊急度判定体系あり方検討会
緊急度判定体系実証検証事業
緊急度体系に関する検討会

消防庁 緊急度判定プロトコルver.1

✓消防救急車の適正な利用のためには、119番

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

▷急ぐべきは急ぐ、待つべきは待つ社会
▷救命医療が必要な人から優先して医療資源
を提供する社会

・救急車の数、救急隊員の数はすぐに増えない

©

❷通話は固定電話、携帯から？
・ハンズフリーにできるか
・子機はあるのか

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

家庭

電話
相談

市
民
対
応

行
政
運
用

119番
通報

行
政
運
用

救急
現場

医療
機関

行
政
運
用

医療機関

発症から直ちに診察すべき症候

高
（
緊
急
度
）
低

診
察

発症から120分以内診察すべき症候
発症から数時間時間以内診察すべき症候
経過観察 or 通常診療時間内に診察すべき症候

家庭自己判断

プロトコル

電話相談
プロトコル

本人・家族


©

看護師

 25

SHIGEHIKO ITO



１１９番
プロトコル

現場搬送
プロトコル

医療機関
プロトコル

通信指令員

現場救急隊

医師看護師


Kitakyushu City Yahata Hospital
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2019

☞ いろいろな痛みの程度で考えて診ましょう
・腹が痛い
・頭が痛い
・胸が痛い
・足が痛い
・腰が痛い
・傷が痛い

☞ みなさんにも想像できる、お腹の痛み具合と緊急度

・30分以内が目安
・直ちに病院受診

緊急度

１週間前からお腹がぐじぐじして調子が悪い
お腹の調子が、なんとなくいつもと違う感じ

低

明日も続くなら、病院を受診してはどうか

・２～3時間以内が目安
・できる早めに病院受診

１時間前から突然（急に）お腹が痛くなった

・今日、明日中が目安
・急がないが病院受診

数日前は軽い痛みが、徐々に強くなってきた

・少し様子をみる
・変化があれば病院受診

我慢できない痛みで、動くことができない

今日中に病院を受診しておいたほうがよい
激痛で言葉がとぎれるほど息ができにくい

高

救急車で、できるだけ早く病院へ行くべき
©

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

©

・プロトコル班（緊急度判定プロトコルver3改訂）
・ガイドライン班（消防救急車の代替搬送手段）

☞ 消防庁 緊急度判定プロトコルver.２

Q助
©

看護師が判断

♯7119
通信指令員
が判断

救急隊員
が判断

トリアージNS
医師が判断

▷平成30年度救急業務のあり方に関する検討会
緊急度判定の実施に関するワーキンググループ
・119番通報時の緊急度判定対応マニュアル
・県内外救急現場の緊急度判定対応マニュアル
・緊急度判定の教育体制について
・平成31年度実施・検証について

搬送先を選定

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

▷平成29・30年度消防防災科学技術研究推進制度
「緊急度判定プロトコルの精度の向上・現場での
活用に関する研究」

総務省消防庁平成27・28年度 消防防災科学技術研究推進制度
「緊急度判定体系の市民への普及・利用促進ツールの開発」研究

本人・家族
が判断

SHIGEHIKO ITO

©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

☞北九州市消防局主催の指令課口頭指導技術発表会

事後検証①─情報収集

◎ 年１回開催
・北九州地域MC協議会６消防本部の指令課発表
・発表者の経験年数は、おおむね１～２年目
・地域MC医師及び全国の関係者が参加

・必要な情報を、確認できたか
・必要な情報を、聞き出せたか
・必要な情報を、分析出きたか
その結果
─ CPA事案を早期に覚知できたか
─ CPA移行前重症を把握できたか

◎ 発表形式
模擬通報者と傷病者（A） ・模擬通報者と傷病者（A）と通信指令員（B）が、
携帯、無線等通じて、覚知から通信遮断までの
やりとりを同じステージ上で行う
・各消防本部でそれぞれのシナリオ作成

通信指令員（B）
©

◎ 検証・評価
・各発表ごとに口頭指導技術の内容評価
・３分間の標準化項目に添ったMC医師の評価
・外部見学者、関係者からの意見・評価

SHIGEHIKO ITO

© SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital
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2019

事後検証③─わかりやすさ

事後検証②─判断と指示
・救急隊の出動指示
・CPA（疑い含む）の判断
・バイスタンダーCPRの指導
・PA連携出動の判断・指示
→ 迅速に行ったか
©

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

第２５回全国救急隊員シンポジウム2017.1.26-27

（神戸国際会議場；主催：神戸市消防局、救急振興財団）

©

慌てている通報者・実施者に
・通信指令員の言葉が理解できたか
・通信指令員の指導が理解できたか
その結果
・実施者は落ち着いて対応できたか
・有効な胸骨圧迫の指導ができたか
・緊急度判定に有用な情報を得たか

Kitakyushu City Yahata Hospital

SHIGEHIKO ITO

北九州地域MC協議会業績

平成29年度第2回 全国救急業務メディカルコントロール協議会
連絡会 ベストプラクティス2017（平成29年10月22日：千葉）

☞通信指令業務における覚知から３分間の通信内容検
証法及び口頭指導技術発表会による評価法の確立
北九州地域救急業務メディカルコントロール協議会 会長
北九州市立八幡病院 副院長・救命救急センター長

○第2６回救急隊員シンポジウム
  8
「通信指令員教育の現状と課題」
発表：高橋千絵（北九州市消防局）

伊藤 重彦
協力機関：北九州地域MC協議会
北九州市消防局、中間市消防本部、遠賀郡消防本部
行橋市消防本部、苅田町消防本部、京築広域圏消防本部
Kitakyushu City Yahata Hospital

© SHIGEHIKO ITO

☆救急振興財団調査研究「通信指令の機能強化─効果的な口頭指導の研究」及び
北九州市消防局指令課口頭指導技術発表会を通じて、標準化した口頭指導技術の
検証・評価法を全国普及する機会となる。

消防庁 第2回全国メディカルコントロー協議会連絡会（2017.11.22千葉）
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h29/medical/02/shiryo-7.pdf

〈覚知から３分間の口頭指導の標準化〉が全国で評価され始めた
©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital

©

平成30年度消防防災科学技術賞 [優秀賞]

SHIGEHIKO ITO

© SHIGEHIKO ITO

36

Kitakyushu City Yahata Hospital

Kitakyushu City Yahata Hospital

救命率向上には、通信指令員の鋭い勘
と標準的な口頭指導技術が必要です。

（作 品 名）
覚知から3分間の口頭指導内容の標準化及び
口頭指導技術の検証・評価法の確立
（受 賞 者 ）
北九州地域救急業務メディカルコントロール協議会
（授賞式）
平成３０年１１月２１日（水）
第66回全国消防技術者会議 東京

©

SHIGEHIKO ITO

ご清聴ありがとうございました
I appreciate for your listening

©

SHIGEHIKO ITO

Kitakyushu City Yahata Hospital
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