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43 : 皆さんありがとうございました

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/09/30 22:17

皆さんありがとうございました  
 ８月１６日から始まったこの会議室に参加、また閲覧して下さった皆様ありがとうござい
ました。   
消防局救急課の海野様、明解な回答をしていただきありがとうございました。  
   
 先日、地元の自主防災会と消防団でおこなわれた普通救命講習会に参加することがで
きました。４０名の方が参加され、ビデオの上映から始まり最後の三角巾による止血法ま
で皆さん大変熱心に勉強されていました。  
中に小学生（４年生）など数人が参加していましたが、心肺蘇生法、止血方などのモデル
になったりして大変興味をもつていました。  
それを見ていると、この会議室の中でも言われているように小さい頃からの教育「命の大
切さ」が応急手当等の勉強につながっていくのではないでしょうか。  
   
 会議室のテーマ「広めよう応急手当」～救える命を救いたい～  
 「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？」  
 人に言う前にまず身内から、市の職員１７，０００人以上、内消防職員１，８００人以上、
市消防団員４，０００人以上 この中で「普通救命講習」を修了されている方はなんパーセ
ントかおられると思いますが、講習会を開くにも指導者が少なすぎると思います。  
 消防職員全員、また消防団員の多くの方が「応急手当普及員講習」を受講してもらい学
校、自主防災会、各種スポーツクラブなどへの「普通救命講習」会を普及していかないと
いけないのではないでしょうか。  
 
 最後に、この会議室での貴重なご意見、ご発言を「応急手当普及啓発推進検討委会」
において参考にしていただきますことをお願いいたします。  
 つたない進行役ではありましたが、皆様ほんとうにありがとうございました。  

 
返信  

 

 

42 : Re: 「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？」

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/09/29 12:49

 中島さんご意見ありがとうございます。  
 返事が遅くなり申し訳ありませんでした。ＰＣの機嫌が悪く今もご機嫌斜めです。  
 発言の中で言われる「親切のつもりでも、万一悪い結果になったときのことを考えると」
とあります。  
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 ９月２３日の安田さんのご意見の中にも同じような心配をされています。  
 
 それに対して、９月２８日に消防局の救急課の海野さんからの回答にあるように、「一般
市民が善意でおこなった応急手当については悪意や重大な落ち度がなければ、その結
果の責任は法的に問われない、また法的背金を問われた実例はない。」と回答をしてもら
っています。  
 また、「応急手当をためらわず勇気をもっておこなうことは、人の命を救うためには欠か
せないことです。」とも言っておられます。  
 
 中島さんも、『勇気をもって人の命を救うために』応急手当の講習を受講してもらい、多く
の人たちにも応急手当の必要性を訴えて下さい。  

 
返信  

 

 

 

41 : Re: 「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？」

投稿者 ： 『佐藤有佳子』 投稿日時 ： 2004/09/28 23:53

このような機会を設けて頂き有り難うございました。  
もし遭遇したなら、うろたえるとは思いますが、今日習った事を少しでも、  
出来ればと思っております。（出来なければごめんなさい。）  
一回ではまだまだです。また機会があれば参加したいとおもいます。  
三上さま 進行役ご苦労様でした。  

 
返信  

 

 

 

40 : Re: 「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？」

投稿者 ： 『消防局救急課 海野』 投稿日時 ： 2004/09/28 15:24

消防局救急課の海野です。  
応急手当の実施による法的な責任と感染の防止についてですが，わが国では，一般市
民が善意で行った応急手当については，悪意や重大な落ち度がなければ，その結果の
責任を法的に問われることはないと考えられています。事実，現在まで応急手当を行うこ
とによって法的背金を問われた事例はありません。  
また，応急手当をためらわずに勇気をもって行うことは，ひとの生命を救うためには欠か
せないことです。しかし，応急手当を行うことにより，応急手当を行ったひと自身が感染等
の危険にさらされてはなりません。  
 特に肝炎やＨＩＶ／ＡＩＤＳ（ヒト免疫不全ウィルス／エイズ）は，血液により感染しますの
で，出血されている方の手当を行う場合には，十分に注意を払わなければなりません。血
液に直接触れないようビニール手袋を使用することや，人工呼吸をする場合には，一方
向弁付き呼気吹き込み用具を使用することが勧められています。  

 
返信  

 

 

39 : Re: 「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？」

投稿者 ： なかじま/『中島英行』 投稿日時 ： 2004/09/24 14:18

皆様こんにちは。  
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掲示板は８月下旬から拝見しておりましたが、初めて書き込みます。  
中京区在住の３３歳です。５歳と３歳の子供がおります。  
 
僕自身、応急手当の知識はほとんどありません。  
しかし実際に応急手当が必要な場面に遭遇したことは数回あります。  
その時はいずれも、幸いにも他の方が応急手当をしてくれましたので、  
僕は救急車の手配などをするだけで済みましたが、もし僕一人しか  
その場に居合わせなかったら、おそらく何の処置も無しに救急車を  
待っていたことでしょう。  
 
先の発言でもありましたが、やはり見知らぬ他人に対して応急手当を  
するには、相当の知識と経験が必要だと思います。  
親切のつもりでも、万一悪い結果になったときのことを考えると  
知識の無い者が他人を手当てをするのは戸惑います。  
 
しかし、家族や友人であれば、素人でも持っている知識を使って  
何とか応急手当をすることでしょう。  
 
ですから、応急手当を広めるには、そういった素人の心理を考えていただき、  
家族である子供やお年寄りの手当てをメインに講習していただければ  
受講しやすい、または関心を持ってもらえるのでは？と思います。  
そこから知識を得れば、緊急を要する時には他人にも応急手当が可能に  
なってくるのではないでしょうか。と考えます。 

 
返信  

 

 

 

38 :  「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？」

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/09/23 16:39

 ９月２１日の野村さんのご発言の中にありますが、多数の人がいれば「誰かがするから」
ではなく応急手当が必要な場面に遭遇したとき、一人では心細いがお友達また、知らな
い人でも応急手当の知識か少しでもあれば、手当が必要な人を複数の人で協力しあって
助けてあげられるように、多くの人に「応急手当の講習」を受け手ほしいものですね。  
 人って、一人ではできなくても複数いれば、何倍もの力が発揮できるものだと思います。 
 
 
 ９月２３日の林さんのご意見でもありますように、一般の人たちにすれば「応急手当の講
習会」って何、と言われる方の方が多いと思います。  
 まず、行政からのアピールも必要かと思いますが、講習時間（３時間）、もう少し短時間
で受講できるようにならないのでしょうか？ 受講者は増えると思いますが？ そのような
ことは消防局では、お考えはないのでしょうか。  
 
 安田さんの言われるように、見知らぬ人の応急手当が必要な場面に遭遇し、手当をお
こなった後、後遺症が残った、病気に感染した、もしくは亡くなられたなどあり得ることで
す。   
消防局救急課の海野さん、難しいこととは思いますが、お答えお願いします。   

 
返信  

 

37 : Re: 「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？（総括）」
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投稿者 ： 『安田 寛克』 投稿日時 ： 2004/09/23 09:31

いよいよ最後のテーマになりました。電子会議に参加されている皆様の発言・意見・考え
を読んでいると応急手当の必要性そして知識を持って、いつでも世の中で役に立てたい
という気持ち（ボランティア精神）を、もっておられる様に思います。私もその一人です。今
まで私自身が、応急手当をしたことがあるのは、稲刈りの時に、指を切られた時タオルで
血止めをして、病院へ行く様に指示したことがあります。これぐらいのことです。心肺蘇生
法などを必要な場面とかに、遭遇したことがありませんが、もし遭遇した時には、ボランテ
ィア精神を出して、応急手当をすると思います。ここでお聞きしたいのですが、もし、相手
の方から病気などを感染された時、また、相手の方が一命を取り留めたが後に障害が残
った時（出た時）  
また、亡くなられた時には・・・。  
消防署・消防団の方は、公務中と言うことで話がつくと思いますが。  
一般人の我々には、どんな法処置がなされているのか心配な面もあります。この問題点
をはっきりさせておいて頂きたく思います。こういう心配事が絡んでいるので、人が集まら
ないことも考えられます。 

 
返信  

 

 

 

36 : Re: 「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？（総括）」

投稿者 ： 林 明/『林 明』 投稿日時 ： 2004/09/23 01:04

 三上さんいつもご苦労様です、最後のタイトル「ひとりでも多くの方に応急手当を学んで
いただくためには？（総括）」ですがやはり一人一人が命の大切さを知りまた、身近で起こ
りえる事態に実際には遭遇していない方が多いと思います、やはり家族に骨折、切り傷、
ねんざ、様々な怪我、病気等が身近で送り得る考えなくてはなりません、現在社会そのも
のです、自分だけの考え、甘えが有ると考えています、行政からもっと応急手当の講習の
場所、時間のアピールが必要に思います現代社会は宣伝等をして誰でも受けやすい環
境作りが必要だと思います。 

 
返信  

 

 

 

35 : Re: 「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？（総括）」

投稿者 ： 『野村伸介』 投稿日時 ： 2004/09/21 14:28

応急手当を学ぶにあたり、気がない人には、興味関心がない。時間がない。めんどうくさ
い。その他。いろいろ意見があるでしょう。  
他人に応急手当が必要な場合、その場に自分一人でしたらなんとかしようとすると思いま
すが、多数の人間がいれば、「誰かがするから」と、かかわりたくないと思います。  
応急手当を必要な機会＝トラブル  
トラブルはだれもさけたいですね。  
 
しかし、  
もし自分の大切な家族や友人などに応急手当が必要な場合、知識や経験がなければ、
その1分1秒が重要な場面で手当てが遅れるとゆうことがあるかもしれません。  
ほとんどの人が、応急手当を学ぶことは大切な事だと潜在的にわかっていると思います。 
 
応急手当＝命は大切である。  
とゆうあたりまえのことを、知り、教えていくことが、ひとりでも多くの方に応急手当を学ん
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でいただく重要な要素ではないかと考えます。  
 
一方で、皆様が活動されておられる講習会やインターネットなどでの情報発信など、この
会議室ではとても勉強になる意見をきかせていただきました。ありがとうございます。  

 
返信  

 

 

 

34 : Re: 「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？（総括）」

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/09/19 13:09

佐藤様いつもご意見ありがとうございます。  
 たしかに、生活の中で応急手当の必要がないのが一番だと思います。  
 この電子会議の中での「応急手当」は ～救える命を救いたい～ のテーマのように命に
かかわる時の応急手当、心肺蘇生方などが中心になっていますが、佐藤さんのおっしゃ
るように小さいお子さんの、止血、骨折、火傷などの「応急手当」も知っておきたいことで
すね。  
 参考までにインターネットの日本赤十字社のページを見ると、いろいろな処置法などが
記載してあります。  
 一度閲覧して見られてはいかがでしょう。 http://www.jrc.or.jp/safety/  
 
 ９月１７日の林さんの言われるように地元で開催される講習会に参加して、一人でも多く
の方に「応急手当」の大切さ、必要性を話してあげて、グループなどで、また講習会を計
画して下さい。 

 
返信  

 

 

 

33 : Re: 「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？（総括）」

投稿者 ： 『佐藤有佳子』 投稿日時 ： 2004/09/19 09:09

応急手当はいざと言う時には、必要でありますが、以前野村さんがおっしゃてましたよう
に、私自身も今まで生きてきたなかで、幸いにもそのような場面に、でくわした事がありま
せん。  
応急手当といいますと即命にかかわる事から、骨折、ねんざ、突き指など、お医者さまに
看て頂くまでの間の処置も含めてもらえると、もっと身近なものとして考え  
一人でも多くの方が学んでみようと思うのでは、ないでしょうか？  
私が子供の時の鼻血の止血の仕方と今の止血の仕方は違います。  
日常おこりうる事から学び、その延長線上に人工呼吸などがあるように思います。  
いかがでしょうか。 

 
返信  

 

  

32 : Re: 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： 『佐藤有佳子』 投稿日時 ： 2004/09/19 01:08

林さま有り難うございます。おっしゃるように、一回では何も  
出来ないに等しいと思います。  
２８日出来るだけ行けるようにしたいと思います。 
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返信  

 

  

31 : Re: 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： 林 明/『林 明』 投稿日時 ： 2004/09/17 08:06

佐藤さん応急手当に関心を持たれているのがよく分かります、講習会ですが９月２８日に
川岡東小学校にて夜７時３０分より実施されます、以前に講習を受けた方でも再度実施し
て頂けます、応急手当はやはり１回だけでなく講習会が有れば積極的に参加してください

 
返信  

 

 

 

30 : 「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？（総括）」

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/09/16 13:16

「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？（総括）」  
 いよいよ第三のテーマ「ひとりでも多くの方に応急手当を学んでいただくためには？」総
括となりました。  
この会議室に参加登録されておられる皆様、最後のテーマですので、今までの意見を見
ていただき、「応急手当普及」のため積極的にご参加下さい。 

 
返信  

 

 

 

29 : 「救急フェア２００４ IN KYTO」の開催について 

投稿者 ： 『消防局救急課 海野』 投稿日時 ： 2004/09/08 20:54

消防局救急課の海野です。  
消防局では，救急医療週間（９月５日～９月１１日）に伴い，市民の皆さんに救急業務や
救急医療に対する正しい理解と認識を深めていただくとともに，応急手当の正しい知識を
広め，併せて普通救命講習修了者の増加を図るため，「救急フェア２００４ ＩＮ ＫＹＯＴＯ」
を開催しますので御参加いただければ幸いに思います。  
 
１ 日 時  
  平成１６年９月１１日（土） 午後１時３０分から同４時００分まで  
 
２ 場 所  
  ひと・まち交流館 京都  
  下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３番地の１（河原町通五条下る東側）  
 
３ 主な内容  
 ○ 開会挨拶（午後１時３０分）  
   京都府医師会 救急担当理事 武田(たけだ)隆久(たかひさ)氏  
 ○ 消防音楽隊による演奏（午後１時４０分～同２時１０分）  
 ○ 講 演（午後２時２０分～同３時１０分）  
   「高齢者に多い疾病とその対応」  
   医療法人同仁会 京都九条病院 松井(まつい) 寿美(すみ) 氏  
 ○ 応急手当デモンストレーション（午後３時２０分～同３時５５分）  
   応急手当の手法を分かりやすく説明します。  
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４ 共催  
  京都府医師会  
 
５ その他  
  どなたでも参加できます。参加費は無料です。直接会場へお越しください。  
  （会場の都合により入場できない場合もあります。）  
  御来場は公共交通機関を御利用ください。  
  お問合せ先…京都市消防局 救急課 電話２１２－６７０６  
 

 
返信  

 

 

 

28 : Re: 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： 『消防局救急課 海野』 投稿日時 ： 2004/09/08 15:08

消防局救急課の海野です。  
貴重な御意見をいただきありがとうございます。  
さて，御質問の件ですが，上級救命講習をはじめとした救命講習の受講義務について
は，例えば「防火管理者」のような法的な位置づけは明確にしておりません。  
もうひとつの御質問ですが，上級救命講習や普通救命講習を受講した後の再講習につ
いてですが，各講習の修了証の有効期限は特に定めていませんが，救命技能の維持向
上を図るために，２年ごとに再受講するよう努めていただきたいと考えております。 

 
返信  

 

 

 

27 : Re: 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/09/05 14:49

安田さんいつもいいご意見をありがとうございます。  
 ９月５日の発言で言われるように、たとえば防火管理者が必要であるように「上級救命
講習」を修了したものがいなければならないような条例等はないのでしょうか？  
 救急課の海野様お答え願いますか。  
それと、「上級救命講習」を受講した方に修了ステッカーを発行し。お住まい、また車等に
掲示してもらうことで、救命してもらう時、また救命する側も安心感があるのではないでし
ょうか。   
 海野様にもう一つお聞きします。 「上級救命講習」を受講した後、更新日また再講習な
どは義務付けられているのでしょうか？  

 
返信  

 

 

26 : Re: 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： 『安田 寛克』 投稿日時 ： 2004/09/05 12:30

こんにちわ。会議の書き込みを見まして、色々な意見があるように思います。（林さん・佐
藤さん・野村さん）  
私は今、不況の世の中ですので、就職を希望していても就職先がない人に応急手当の
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講習会（上級救命講習会）を終了した方を、就職先を紹介、または、京都市が応急手当
の出来る方が、会社に何名かが就労していなければいけない条例を作れば、応急手当
の講習会に参加してもらえるのではないでしょうか。  
 
車の中から白いハンカチ、又は、布を出して運転をしたら、急病人を乗せているので、と
言う印で準救急車の代わりになると、外国で（スイス？）何かで見たか聞いたかをしまし
た。  
 
京都でも講習会修了者の車に、ステッカーか何か目印を付け、急病人を乗せた時に準救
急車の様な扱いにすれば、講習会に参加してもらえるのではないか。 

 
返信  

 

 

 

25 : Re: 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/09/05 10:54

野村さんご発言ありがとうございます。  
 ご意見のように、中高生の授業、運転免許取得時、また更新時などに「応急手当教室」
ではなく「普通救命講習」を受講しなくてはいけないようにするなど半強制的な事も必要で
はないでしょうか。  
また言われるように定期的に勉強するシステムを確立することも大切だと思います。  

 
返信  

 

 

 

24 : Re: 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： 『野村伸介』 投稿日時 ： 2004/09/04 19:05

はじめまして。普通に生活をしていて応急手当をしなければならない場合はほとんどない
ので、応急手当に関することを普通は考える機会すらありません。  
ある程度関心を持っている方でないと積極的に参加はしてもらえません。  
極論をゆうようで申し訳ないのですが、基本的に半強制的に講習会に参加していただくと
いう形をつくってくことが一番よいと思います。その形に近づく為にはやはり、地域の力
（近所のつきあい）のようなものが一番大切と考えます。  
私は消防団員ですので応急手当講習に参加する機会がありました。講習後はわかったよ
うな気になりますが、たぶん時間がたつとだんだん忘れています。地域での講習会を定
期的にする機会があれば参加してみたいと思います。  

 
返信  

 

 

 

23 : Re: 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： 『佐藤有佳子』 投稿日時 ： 2004/09/04 15:45

三上様校長先生にまで聞いて頂き有り難うございます。  
おっしゃるように低学年では、難しいですね。  
学校で取り入れて頂くと、子供はその日に習った事を自慢げに親に話し、  
時には、クイズ形式で聞いてきたりもします。（わが家はそうなのですが）  
そうなると親の方も負けてはいられず、応急手当の講習会に参加するように  

8/16 ページ広めよう応急手当～救える命を救いたい～

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=okyuu



なるのではないでしょうか？  
 応急手当の講習会ですが、いままでに「いついつどこで応急手当の講習会がありま
す。」などと書かれた物を目にした事がないのですが、ぼっおっとしてるので、見過ごして
たら済みません。  
こんな私みたいなのが、居ますので年間を通じて、この月はこの学区で講習会  
と決められるのもいいのではないでしょうか？  
勝手な事ばかり言ってますが・・・・・  

 
返信  

 

 

 

22 : Re: 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/09/03 12:40

佐藤様ご意見ありがとうございます。  
 ご意見のように、学区での色々なイベントの中で「応急手当教室」を消防団、消防署の
方の指導により親子で勉強してもらい、それをきっかけに  
「普通救命講習」（３時間）の講習を受けてもらえるようにＰＲするのもいいですね？  
 それから、川岡東小学校の校長先生にお尋ねしたところ授業の中では「応急手当教室
は無いが六年生ぐらいになったら考えてもいいかな」と、言っておられました。  
 色々難しいことは別として。校長先生の言わせているようなことも取り入れていく時代で
はないでしょか？  

 
返信  

 

 

 

21 : Re: 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： 『佐藤有佳子』 投稿日時 ： 2004/09/03 07:47

初めて発言させて頂きます。これから宜しくお願い致します。  
応急手当の講習会ですが、私も２年前に一度だけ参加した事があります。  
子供の小学校のクラス役員をしていて、区民体育祭のお手伝いをしていたとき、  
消防団の方が人形を使って人工呼吸の講習会をされていました。  
体育祭ということもあり、安心して参加する事が出来ましたが、いざ応急手当の  
講習会にというだけでしたら、子供を連れて行くとなると、躊躇するのではないでしょうか。 
 
場所を確保するのは難しいとは思いますが、親子で参加出来る場所（児童館）とか  
、小学校では１年生を対象に４月に婦警さんを招いて「交通安全教室」が開かれますが、
「応急手当教室」のようなものはいかがでしょうか？  

 
返信  

 

 
 

20 : Re: 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： 林 明/『林 明』 投稿日時 ： 2004/09/01 20:41

第２回目の議題で応急手当に参加してもらうには、  
まず若い方達は居住されている各自治会にに入っておられない方が多く、海野様から言
われておられた市民新聞等を読まれないので、又消防署にもきかいが無いとでむかない
みたいです、区役所、支所、駅などに日程を掲示をし又時間的に夕方からとか休みの日
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にされるとかどうしても行政機関の日程になるので逆に参加する方に  
合わせしてはいかがですか？  
 各サークル活動の一環で出前でされてもいかがですか 

 
返信  

 

 

 

19 : 「応急手当の講習会に参加してもらうには？」

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/09/01 11:22

「応急手当の講習会に参加してもらうには？」  
 第一のテーマ「応急手当とは何？、応急手当に関心をもってもらうためには？」の中で
色々なご意見をいただき、また参加してくださいました皆様ありがとうございました。  
 第二のテーマでは具体的に、どうしたらもっと応急手当の講習会に参加してもらうことが
できるかについてのご意見をいただきたいと思います。  
 今まで参加していただいている皆さんもご意見くださるようよろしくお願いします。 

 
返信  

 

 

 

18 :  「応急手当とは何？、応急手当に関心をもってもらうためには？

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/08/31 10:53

林さんいつもご意見ありがとうございます。  
 確かにインターネット上で応急手当に関して検索してみても心肺蘇生法をビデオなどで
の解説はないようですね。  
 インターネツトの検索をすると応急手当、ヘルスケアなどこの中でいろいろな応急手当
の仕方などがのっています。 大変参考になると思います。  
 このようなことを救急課でも積極的に取り入れられないのでしょうか？  

 
返信  

 

 

 

17 : Re: 「応急手当とは何？、応急手当に関心をもってもらうためには？」

投稿者 ： 林 明/『林 明』 投稿日時 ： 2004/08/31 00:44

 若い人たちにもっと関心を持っていただくのにインターネットを利用してはいかがです
か、最近ではPCを持っている方々が多くおられるのでインターネットを利用して応急手当
の動画、解説、等のページを作り簡単でわかりやすく掲載されたらいかがですか？  
 
 

 
返信  

 

 

16 : Re: 「広めよう応急手当」～救える命を救いたい～

投稿者 ： 『安田 寛克』 投稿日時 ： 2004/08/31 16:20

三上さん 海野さん  
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返事ありがとうございます。  
応急手当に関心を持ってもらうには、家族の中に応急手当が必要な方がおられると関心
をもっていただけるのですが、なければ、ほとんど関心のないことのように思われます。
今、消防団員の方も地域で指導してられるところもあるとのことですが、こつこつと活動を
続けるのが一番だと思います。  
林さんが言っておられるように、開催日を書いたポスターを車に貼ってＰＲするのも、良い
と思います。毎月、５日と２０日に夜回りされている時に、広報で応急手当の開催日を流さ
れるのも１つの方法だと思います。また、各学区の各種団体を通じて、命を救うことから命
の大切さの話を通じて、応急手当の関心を持ってもらうのも１つの方法だと思います。  

 
返信  

 

 

 

15 : Re: 「広めよう応急手当」～救える命を救いたい

投稿者 ： 林 明/『林 明』 投稿日時 ： 2004/08/27 08:17

高木さんご意見有難うございます、私自身消防団員です、当分団でも応急手当の講習会
などを実施して全員持っています、又京都市では消防団員全員宅に消防団員を判って貰
えるように京都市消防団員のプレートを配布して一目で分かるようにしています、ご近所
でも探して頂き相談をされてもいいと思います、私も地元の会議とに出席すれば応急手
当の重要性など説明をし講習会など実施しています、今後とも色んな意見を聞かせてくだ
さい。 

 
返信  

 

 

 

14 : Re: 「広めよう応急手当」～救える命を救いたい

投稿者 ： ナラエ/『高木美緒』 投稿日時 ： 2004/08/25 21:01

 林さんが言われるとうり、家の人を助けたいということから応急手当の講習を受けること
はとても大切だと思います。また、受講するきっかけとなると思います。交通事故に出くわ
した時、自分に何も出来ないから、遠巻きに見ている人が多いのも本当だと思います。き
っと私もそんな場面に出くわしたら何もできないでしょう。でも、近所の人から助けて欲し
いと頼まれれば、ほっとけないのも人間の気持ちです。近所の人たちや身近な人から助
けて欲しいと頼まれれば、何かしなければならないと思う気持ちは、誰でも持っていると思
います。救急車を呼ぶような、子供の怪我や交通事故そして自分ちのおじいさんやおば
あさんが倒れた時に、誰か気軽に相談できる人が身近にいてほしいと思います。普通救
命講習を受講した人の家に、何か目印というものがあれば、もしもの時に、近所の人が頼
りにします。受講した人の家に目印を付けることによって、受講した人の自覚も高まるよう
な気もします。また、その目印が、地域の人の応急手当ての関心を広めるような気がしま
す。  

 
返信  

 

 

13 : 普通救命講習の受講について

投稿者 ： 『消防局救急課 海野』 投稿日時 ： 2004/08/24 17:30

消防局安全救急部救急課の海野です。  
 消防局では現在，普通救命講習は京都市市民防災センター（京都市南区西九条菅田
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町７，国道１号線十条上る東側）や各消防署等で実施しております。  
 京都市市民防災センターでの普通救命講習は，個人単位でお申し込みいただき，開催
日については，市民しんぶんや消防局のホームページ等で御案内しております。  
 また消防署等で行っております普通救命講習は，事業所，自主防災会，学校関係者な
どを対象に，グループ単位で実施しており，受講希望の方がおおむね１０名以上お集まり
になれば，お近くの消防署に御相談いただければと思います。  
 多数の方が普通救命講習を受講していただければ幸いです。  
 よろしくお願いいたします。  

 
返信  

 

 

 

12 : Re:「応急手当とは何？、応急手当に関心をもってもらうためには？… 

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/08/22 16:41

林さんご意見ありがとうございます。  
林さんの言われるように、交通事故や、水の事故現場に遭遇し、心肺蘇生法をおこなった
として、助からなかった時・・・・・・どうします？  
 このようなことを考えていたらとても、他人様にはとてもできない、と思う方も沢山おられ
るのではないでしょうか？ 皆さんどうでしょう。 ご意見ください。  

 
返信  

 

 

 

11 : 「広めよう応急手当」～救える命を救いたい

投稿者 ： 林 明/『林 明』 投稿日時 ： 2004/08/22 08:30

 初めまして、林明ですタイトルの「広めよう応急手当」～救える命を救いたいで自分自身
第１回目の応急手当普及員の３日間の講習に行き終了しました、仕事柄交通事故等によ
く遭遇し手当等もしてきました、又自分自身で講習の受講を決めた事はまず自分自身の
家族が倒れたときに救急車が来るまでの措置など身近から始めました、日本ではまだま
だ事故等があっても遠巻きでさわらぬかみにたたりなしにたいに野次馬的な方が多いで
す、車両などにもっと広告宣伝みたいに貼り付け走行をしたり、時間的、日程など広くみ
んなが参加出来る環境を整えるようにしてみたらいかがですか。まだ応急手当の重要性
が広く理解が出来るよう宣伝等して広げたいです。 

 
返信  

 

 

 

10 : Re: 応急手当に関心を持ってもらうために

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/08/21 18:17

ナラエ「高木さん」ご意見ありがとうございます。  
 高木さんのおっしゃるとおり小さい時からの「命の大切さ」の教育が必要だと思います。
（実際、新聞テレビで読んだり見たりするのが怖いぐらいの事件がありますね！）  
   
 普通救命講習会ですが、消防署へ行かなくても高木さんのお住まいになっておられる
自治会などで講習会をされると子供さんたちも参加でき気軽に勉強してもらえるのではな
いでしょうか。(お願いすれば自治会館等で消防署から指導に来てくださいます。)  
 また、大学１年生でしたね、お友達が・・・・（１０人以上かな？）が講習を受けたいと思う
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方がおられるのでしたら、お近くの消防署で相談されたらどうですか？  
 私も、以前お仕事の仲間で３０人程の人数でしたが地元の消防署で「普通救命講習会」
をしてもらいました。   
 もし間違いだったらいけないので海野さんお答えくださいおねがいします。 

 
返信  

 

 

 

9 : 応急手当に関心を持ってもらうために

投稿者 ： ナラエ/『高木美緒』 投稿日時 ： 2004/08/21 11:08

 三上さん、消防局の海野さんお返事ありがとうございました。  
 最近、小学生による殺人という悲しい事件がありました。このような事件があれば「命の
教育」が必要だとよく言われます。しかし、実際にどのように教育するのか、具体的なこと
は新聞やテレビなどから全く伝わってきません。  
 私も、三上さんの意見と同じように、命を救うことから命の大切さを教えるべきであると
思います。幼稚園に行っているときに、消防署から安全な花火遊びを教えに来てもらって
いましたが、この幼稚園の時から、また、小学校の社会の時間に、命を救う救急という仕
事や応急手当の大切さを教えることを通じて、命の大切さを教育すれば良いと思います。
そうすることが、子供から親へと伝わり、応急手当の関心が子供を通じてですが広まって
いくのではないでしょうか。  
 海野さんのお話では、中学生には普通救命講習をされているとのことですが、応急手当
は中学生ぐらいからでないとできないように思います。無理なような気もするのですが、命
の教育ということから、「親子での普通救命講習会」など、もっと底辺を広げるようなことも
考えてはどうでしょうか。このような試みは、親子の皆さんに関心を持ってもらえるような
気がするのですが・・・・・・また、消防署でされる普通救命講習会に、日ごろ女性では行き
づらい消防署にも、子供と一緒だったら行きやすいように思います。  

 
返信  

 

 

 

8 : Re: 「広めよう応急手当」～救える命を救いたい～

投稿者 ： 『消防局救急課 海野』 投稿日時 ： 2004/08/20 19:46

京都市消防局安全救急部救急課の海野です。  
普通救命講習の受講の動機づけについて，御意見をありがとうございます。  
 さて，ご質問についてですが，消防局では，応急手当の普及啓発を推進するにあたりま
して，消防団とも連携を図りながら実施しているところであり，消防団員にも応急手当の
指導を行っていただいております。  
 消防団員には，普通救命講習を受講していただき，成人に対する心肺蘇生法（一般的
に人工呼吸と心臓マッサージを言います。）と止血法に関する知識や技能を学んでいた
だいておりますとともに，応急手当普及員の資格を有している方もおられ，地元の自主防
災会（部）や中学生などに普通救命講習を実施するなど積極的に応急手当の普及啓発
に取り組んでいただいております。  
 中学校などの学校につきましては，教職員，学生やPTAの方などに，プール開設時期を
はじめさまざまな機会を捉えて普通救命講習を実施しており，今後さらに，積極的に取り
組む必要があると考えております。  
 今後，より効果的に応急手当を普及させための方策等について，市民の皆様の立場か
ら御意見等をいただければと思います。 

 
返信  
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7 : 「応急手当とは何？、応急手当に関心をもってもらうためには？」

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/08/20 14:25

 タイトルを「応急手当とは何？、応急手当に関心をもってもらうためは？」  
８月３１日までの本来のテーマに変更致します。  
 皆さんどしどし発言お待ちしています。 

 
返信  

 

 

 

6 : Re: 「広めよう応急手当」～救える命を救いたい～

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/08/20 14:25

 安田さん、ありがとうございます。  
 ご発言にありました、応急手当できる人が乗っている車両にステッカーを貼って緊急時
には協力できるようにするには市民や消防局等の協力など色々大変だと思いますが実
現すれば、「広めよう応急手当」～救える命を救いたい～そのものだと思います。  
安田さんの学区も消火実見会を数多くされているようですね、「応急手当の講習会」も９月
からのテーマ「応急手当の講習会に参加してもらうには？」として話し合っていきたいと思
っていますが、消火実験会などの機会を通じて、応急手当の実演などを行うことで、そこ
に参加した人の中には、普通救命講習を受けてみようと思ったりするなど受講の動機づ
けのひとつになるのではと思います。  
 他に応急手当に関心をもっていただくにはどうしたらいいでしょうかね？  
 安田さんも近くの消防署に相談されて、安田さんの地域で普通救命講習会を行っては
どうですか？  
 その他のご質問  
 消防団員は応急手当の指導ができるのか？  
 小中高等学校などと話をして、「応急手当の講習会」を実施しているのか？  
については、消防局からの解答お願いします。  

 
返信  

 

 

 

5 : Re: 「広めよう応急手当」～救える命を救いたい～

投稿者 ： 『安田 寛克』 投稿日時 ： 2004/08/20 00:48

私は、３０数年前にアマチュア無線仲間から日赤（日本赤十字）で、応急手当の講習会を
受講したら車に搭載する救急箱と、応急手当が出来る者のようなステッカーを車に貼って
協力することを聞きました。  
 
消防署には、消防団という組織があるが、団員全員が応急手当の指導ができるのか。で
きるのであれば、私の学区では年間、約１７回の消化実験会があるが、応急手当の実演
会は一度もない。できたら、消化実験会と応急実演会を、同時に実施したらどうか。そこ
で、もっと応急手当の勉強をしたいと思った人を、普通救命講習会へ薦めたらどうか。  
 
小中高等学校が夏休み冬休みに入る前に、学校、又は、PTA・各種団体と話をして、応急
手当の講習会をしているのか？ 

 
返信  
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4 : 応急手当講習会について

投稿者 ： 『消防局救急課 海野』 投稿日時 ： 2004/08/19 18:27

皆様はじめまして，京都市消防局安全救急部救急課の海野永久と申します。  
９月末までの短い時間ですが，よろしくお願いいたします。  
さて，消防局が実施している応急手当講習会は，普通救命講習，上級救命講習，応急手
当普及員講習の３種類です。  
まず，普通救命講習は，特に生命を救うために最低限必要な，成人に対する人工呼吸や
心臓マッサージなどの心肺蘇生法や止血法などを３時間で学んでいただく，実技を主体と
した講習です。  
次に上級救命講習ですが，普通救命講習の内容に加え，子供や赤ちゃんに対する心肺
蘇生法や骨を折ったときなどの，けがの手当，搬送法など，更に幅の広い応急手当の方
法を８時間で学んでいただく講習です。  
応急手当普及員講習は，会社や地域などで普通救命講習を普及していただくためのリー
ダーを養成する講習で，簡単な体の構造，心肺蘇生法やけがの手当など幅広い応急手
当の方法，指導要領等について３日間（２４時間）で学んでいただく講習です。  
初めて講習に参加される場合，特にどの講習から受講しなければならないということはあ
りませんが，まず普通救命講習から受講されたらいかがでしょうか。 

 
返信  

 

 

 

3 : Re: 「広めよう応急手当」～救える命を救いたい～

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/08/19 10:11

 「応急手当の講習会」等のＰＲは消防局その他の行政機関でもしているようですが、実
際の所あまりしられていないのが実情だと思います。  
 また、身内や知人などにもしもの時に、などしっかりと目的を持って受講しないと、いざと
言う時なかなか思い出せないと思います。私も一年に一度ぐらいは講習を受けています
が、（そんなに難しい講習とはちがいますが）でも実際の時できるかどうか自信がありませ
んですから高木さんもまず、身内や知人などがもしもの時の為にぜひ、講習を受けてくだ
さい。  
 講習会の日程など、消防局のホームページにも記載されていますが、できれば救急課
でお答え願いますか。 

 
返信  

 

 

 

2 : Re: 「広めよう応急手当」～救える命を救いたい～

投稿者 ： ナラエ/『高木美緒』 投稿日時 ： 2004/08/18 22:45

 私は、大学１年生です。応急手当の講習会には、中学３年生の頃から受講したいという
気持ちを持っていましたが、アッという間に４年間が過ぎていました。今も、関心は非常に
あり受けたいとは思っていますが、なかなかそのきっかけがつかません。自分なりに、何
故そのきっかけがつかめないのか考えてみると、何か、かた苦しい雰囲気や内容が難し
いようなイメージがします。誰にでも簡単に覚えることができますよということを、もっとＰＲ
していけば、受講する人が増えて行くのではないでしょうか。それと参考に教えてもらいた
いのですが、応急手当の講習会は、どのようなものがあるのか教えてもらえますか。ま
た、どのような内容で講習が行われるのですか。また、私のように初めて受ける者はどの
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ような講習を受ければ良いのですか参考に教えてください。 

 
返信  

 

 

 

1 : 「広めよう応急手当」～救える命を救いたい～

投稿者 ： ☆三上直久/『三上 直久』 投稿日時 ： 2004/08/16 09:29

 この会議室の進行役をさせてもらいます。三上直久です。  
会議室のテーマが「広めよう応急手当」～救える命を救いたい～  
あまりにも大きなテーマですからね！  
私自身も、応急手当普及員の講習を受けましたが、いざという時に、また知らない人に  
応急手当等ができるかどうか？ 家にも年寄りから孫まで同居しているので、もしもの時に
はと思っていますが常に「応急手当」の勉強等をしていないと難しいと思います。  
ですから、この会議室で皆さんにどしどし意見をだしてもらい、検討委員会で、会議室で
の意見を反映してもらい「いざというときに応急手当のできる人づくり」を樹立していただき
たいと思っています。 それでは、第一のテーマ「応急手当とは何？、応急手当に関心を
もってもらうためには？」について皆さん活発な発言を期待しています。  
 なお、発言者の皆様には本名での参加をお願いします。 

 
返信  
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