もっと身近に
東浦西部出張所
今年度から運用開始した半田消防署東浦西部出張所。今回、出張所
の設備や活動内容などを消防士の方々に聞いてみました。これを
読めばあなたも今日から消防マニア !?

東浦西

部出張

どんな

署員の人数
１担当５名の２交代制で、計10
名体制。24時間ごとに勤務を交代

知北
平和公園

します。
救急車・消防車
救急車と消防車がそれぞれ１
台配備。救急車には心電図や人工
呼吸器などが積んであります。救

所って

ところ

東浦知多
インター

緒川姥池

半田消防署
東浦西部出張所

東浦知多
インター

？

至役場

東浦西部地域の消防救急業務の
充実を図ることを目的に、知多半
島道路東浦知多インター南側の丘
陵地に整備されました。

急車内では、病院到着までの間
ようだい

に、傷病者の容 体の変化を病院へ
連絡したり、救命措置を行ったり
しています。
消防車にはホースやポンプは
もちろん、煙の中で活動するため
の空気呼吸器などが積んであり
ます。
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勇気を出して救命の輪に！
出動待機室
防火衣やヘルメットなどが置いてあります。
防火衣の置き方にも工夫があり、靴とズボンを
一体化させて配置し、消防士がいち早く着られ
るようになっています。防火衣自体の重さは６
〜８kg あり、ボンベやロープなどの装備品も含
めると計15kg ほどになります。
また、一刻でも早く出
動できるように、出動待
機室のドアはノブでな
く、手で押して開く形式
になっています。
食堂
食堂は、昼食と夕食をとる際に利用しています。大災害
ちゅうぼう

に備え、署員自らが対応できるよう夕食は厨房で自炊して
います。

仮眠室
仮眠室は12部屋あり、そのうち
１部屋が女性署員専用の部屋と
なっています。夜間は順番に仮眠
自炊も訓練の一環。ちなみにこの日の夕食は

をとっています。

甘辛しょう油ソースが決め手の「肉巻き」でした。

災害出動事案モニター
半田消防署管内（東浦町、半田市、武豊町、阿久比町）の
全ての救急車・消防車の出動状況を表示しています。例え
ば、近隣のＡ市の救急車がすべて出動している状態で、さ
半田
消防署
管内

らにＡ市に救急通報が入った際、通報箇所から東浦西部出
張所が一番近い場合には、出動指令が入ります。こういっ
たときに、このモニターにより、全体の状況を把握し、予
期することができるため、一刻も早い出動が可能となって
います。
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出動する案件はどのようなもの？
「火災」、
「 救助」、
「 救急」の３
通り。
どういった手順で出動するの？
半田消防署管内すべての119
番通報が、半田市にある知多広

ほふく救出訓練…地下やマンホールなど狭い場所での救出を想定した訓練

出動がないときはどのような活動をしているの？

域消防指令センターに繋がりま

訓練や筋力トレーニングは欠かさず行っています。また、救急車や消防

す。そこから最も現場に近い消

車、各種資機材の手入れのほか、町内の消火栓や防火水槽の点検も行って

防署へ出動指令が入り、署員は

います。心肺蘇生法の講習会で学校や事業所に出向くこともありますよ。

そ

防火衣（火災）や感染防止衣（救
急）に素早く着替え、出動場所の
確認をします。車両を停める位

どのような訓練をしているの？
救急・救助活動や消火活動について、様々な災害を想定して訓練をして

置や経路など作戦を練ったら、

います。町内には東浦支署もあるので、支署と出張所が協力して活動でき

いざ出動です。

るよう連携訓練も行っています。

東浦西部出張所署員からのメッセージ
私たちが到着するまでの時間に、応急手当を行
うことで救命の可能性は格段に高くなります。大
切なのは、目の前で倒れている人を救うために
「自分にできることを行う」こと。お子さんであれ
ば助けを大声で呼ぶことも立派な救命です。勇気
を出して救命の輪に加わりましょう！

応急手当の重要性

心臓マッ
サー
助かる人 ジで
は
最大で４
倍にも！

成27年中）かかると言われています。
心停止の場合、救急車が到着するまでの間
に何もしないと助かる確率は限りなく低く
なってしまいます。しかし、胸骨圧迫（心臓
マッサージ）をして、AED を使えば、助かる人
は最大で４倍にも増えると言われています。

命が助かる可能性・心臓と呼吸が止まってからの時間経過
（％）

居合わせた人が
救命措置をした場合

50
命が助かる可能性

救急車が到着するまで全国平均で8.6分（平

救命曲線

救急車が来るまで
何もしなかった場合
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心臓と呼吸が止まってからの時間経過
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Holmberg M et al. Effect of bystander cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital
cardiac arrest patients in Sweden. Resuscitation 47:59-70,2000. より一部変更して引用
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勇気を出して救命の輪に！

消防士さんから

救える命を救うためには応急手当が重要です。倒れている
人を見たら次の手順で心肺蘇生法を実施してください。

心肺蘇生法を教わりました！
１
２
３

両肩を軽くたたきながら声をかける。

わかりますか？

反応がない、または判断に迷う場合は、大声で助けを求め、

119番通報と AED 搬送を依頼する。
胸と腹部の動きを見て、「普段通りの呼吸」をしているか、

10秒以内で確認する。
119番通報 AED 搬送を依頼する
普段通りの呼吸がない、または判断に迷う場合は、すぐに

４

胸骨圧迫（心臓マッサージ）を行う。

５

AED が到着したら電源を入れる。
電極パッドを胸に貼る。

６

（電極パッドを貼る位置は電極パッドに書かれた絵のとおり
に、皮膚にしっかりと貼ります。体が汗などでぬれていたら、
タオルなどで拭き取ってください。）

胸骨圧迫
胸の真ん中、
テンポは
100 〜 120回 / 分

AED の電源を入れる
体が汗などで
ぬれていたら、
タオルなどで
拭き取ってく
ださい

電気ショックの必要性は AED が判断する。

７ （判断時には傷病者に触れないよう、離れてください。）
電気ショックが必要と判断されたらショックボタンを押す。

８

（誰も傷病者に触れていないことを確認したら点滅している

AED の指示を待つ

ショックボタンを押します。以後は、AED の音声メッセージ

誰も傷病者に触れていないことを確認
し、ショックボタンを押します

に従います。）
心肺蘇生法と AED の手順は、救急隊に引き継ぐか、何
らかの応答や目的のあるしぐさ（例えば、嫌がるなどの体
動）や普段通りの呼吸が現れるまで続けます。

ンの
広報マ …
体験記

いざ、やるとなると胸骨圧迫の手の形や力加減など分からな
いことばかり…。ひしひしと練習の大切さを感じました。救え
る命を救うため、皆さんも 実際に練習 してみましょう。
ということで、講習会のご案内です。半田消防署東浦支署で
は、５名以上の申し込みがあれば心肺蘇生法が学べる「救命講
習」を開講しています。ぜひ、お申し込みください！
半田消防署東浦支署
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番通報をする前に…………………………………
急な病気やけがをして「救急車を呼ぶか、今すぐ病院に行くか」など
迷ったときには、次の相談窓口・アプリで、アドバイスを受けること
ができます。

小児緊急でんわ相談
短縮番号「＃８０００」をプッシュすることにより、相談窓口に自動転送さ
れ、小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受
診する病院などのアドバイスを受けられます。
（短縮番号が使えない場合は

０５２−９６２−９９００）

Ｑ助（全国版救急受診アプリ）
該当する症状を画面上で選
択していくと、緊急度に応じた
対応（「いますぐ救急車を呼び
ましょう」、
「できるだけ早めに
医療機関を受診しましょう」、
「緊急ではありませんが医療機
関 を 受 診 し ま し ょ う 」ま た は
「引き続き、注意して様子をみ
てください」）が表示されます。
ご家庭のパソコンからも利用
できます。

http://www.fdma.go.jp/neuter/
topics/ﬁledList9̲6/kyukyu̲app.
html

結果画面
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勇気を出して救命の輪に！
番通報をする時は…………………………………
１

火災か救急かを伝える
とにかく落ち着いて、知多広域消防指令センターから尋ねられ

火災？

救急？

or

たことに答えてください。

２

来てほしい住所を伝える

近くに●●
があります。

市町村名、分からなければ目印になるもの（近くの大きな建物、
交差点など）

状態を伝える
何が、誰が、どのようにして、どうなった、と簡潔に伝えてく

３

ださい。救急の場合は傷病者の意識・呼吸の有無、年齢などを
分かる範囲で伝えてください。
（例）３階建ての一戸建て住宅の２階部分から火が出ています。
（例）60代の男性が胸の痛みを訴えて倒れました。

４

連絡先を伝える
氏名、119番通報後も連絡可能な電話番号を伝えてください。
場所が不明な時などに、問い合わせることがあります。

救急の場合、傷病者の【意
識がない・反応がない】と
いうキーワードの有無に
より、救急隊員の出動体制
も変わります。正確に伝え
てください。

携帯の電話
番号は●●
です。

番通報をした後は…………………………………
１

応急手当が必要な場合
傷病者に応急手当が必要な場合は、知多広域消防指令センター
から電話で指示されます。

２

人手がある場合は救急車・消防車の案内
応急手当をしている人以外にも人手がある場合は、救急車・消
防車の来そうなところまで案内に出ると到着が早くなります。

３

救急の場合、
こんな物を用意しておくと便利です
保険証や診察券、お金、靴、普段飲んでいる薬（おくすり手帳）
乳幼児の場合は、母子健康手帳、紙おむつ、ほ乳瓶、タオル

４

救急車が到着したら
こんなことを伝えてください
事故や具合が悪くなった状況、到着するまでの変化、行った応
急手当の内容、傷病者の情報（持病、かかりつけの病院やクリ
ニック、普段飲んでいる薬、医師の指示）

7

広報ひがしうら 平成29年10月15日号

