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本稿は、第25回全国救急隊員シンポジウム
（主催／神戸市消防局・一般財団法人救急
振興財団）の発表事例に、玉川進医師（旭
川医療センター病理診断科）のワンポイン
トアドバイスを加えて紹介！

千葉市で行っている市民との協働による
2つの「インストラクター制度」の紹介

はじめに

千葉市消防局では、応急手当普及率向上とバイスタンダ
ー育成を目的に、応急手当普及員との協働による「応急手
当インストラクター制度」を制定した。本稿ではこの制度
を紹介するとともにその効果についても報告する。

インストラクター制度

⑴　応急手当インストラクター制度
平成22年、「千葉市市民参加及び協働に関する条例」が

制定されたことを契機に、応急手当普及率向上とバイスタ
ンダー育成を目的に、応急手当普及員との協働による「応
急手当インストラクター制度」を制定し、平成23年度に第
1期・10名で発足した。その概要を表1に示す。

〈千葉市局の概要〉
千葉市は、東京湾に面して房総半島のほぼ中央に位置

し、概して気候は温暖である。平成4年4年1日には、全
国で12番目の政令指定都市となった。中央区・花見川区・
稲毛区・若葉区・緑区・美浜区の6区があり、面積は
271.77㎢、人口は97万3,856人、世帯数は42万5,601世帯（平
成29年4年1日現在）である。

〈千葉市消防局の概要〉
本部に3部9課・1消防学校、市内に6消防署18出張所

を配置し、職員963人（平成28年4月1日現在）で、市民
の生命、身体、財産を守っている。

平成29年9月現在、救急車を25台配備。救急救命士免許
所持者は192人名、そのうち130名人が救急業務に従事、平
成28年中は、25救急隊が5万5,293件の出動に対応してい
る。また、応急手当普及啓発活動にも積極的に取り組み、
平成23年度には応急手当普及員の資格を有する市民を指導
者として養成する「応急手当インストラクター制度」を、
平成27年度には市内在学の小学生を指導者として養成する
「応急手当ジュニアインストラクター」制度を開始、市民
との協働による応急手当普及啓発を推進している。

平成15年10月1日から開始された消防局指令センター医
師常駐体制は、24時間365日、救急救命士をはじめとした
救急隊員及び指令管制員に対して、医師が指示、自動車及
び助言を行っている。

平成24年1月からは、救急現場付近の緊急離着陸場へ医
師を搬送し、傷病者へのいち早い治療を開始することを目
的とした「消防ヘリによるドクターピックアップ方式での
救急活動」を開始し、平成27年4月1日からは、消防活動
における現場滞在時間の短縮に向けて、市内主要医療機関
の協力のもと、「救急情報共有システム」を導入し活動を
行っている。

なお、平成28年の救急活動件数は、5万5,292件（前年
比991件増）であった。

1）　資格要件
　「応急手当普及員」の資格を有する「市内在住者また
は市内在勤者」であり、ボランティアとしての協力が可
能な市民（公募）
2）　応急手当インストラクターの資格付与
◆指導技法を主体とした「応急手当インストラクター講

習（3時間）」を受講。
◆指導現場の見学を経て、本人申請により「応急手当イ

ンストラクター」として登録後、消防職員と協働し救
命講習会およひ゛救急関連イベントで市民の指導にあ
たる。
3）　報酬
　救命講習会1回の指導につき500円の報償金を支給。
4）　保険制度について
　「千葉市ボランティア活動補償制度」
◆損害賠償責任事故
◆傷害事故

表1　応急手当インストラクター制度
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救命講習会では、管轄消防署から指導員1名が出向し講
習会のマネージメントを行い、インストラクターが市民へ
の指導を行う（写真1）。消防側は最低限の人員出向で済
む（写真2）ため、開催要望に対する対応がほぼ可能とな
った。また講習会指導を重ねることがインストラクターへ
の「On-the-job-training （OJT）」の効果を生む。

現在では高いレベルの指導スキルを有するインストラク
ターも多数おり、講習会のレベルアップにつながっている。

応急手当インストラクター登録者数の推移を図1に示
す。平成28年12月末現在、122名が登録されている。
⑵　応急手当ジュニアインストラクター制度

平成27年度に開催された子供達と市長のランチミーティ
ングにおいて「応急手当の指導者になりたい」という子供
達からの要望を受け、子供達への応急手当普及推進・助け
合い・思いやりの心の醸成を目的とし、平成27年度に第1
期・10名で発足した。その概要を表2に示す。

写真1　高校生に対する講習
（ベストを着ているのがインストラクター）

写真2　消防側は最低限の人員出向で済む

図1　応急手当インストラクター登録者数の推移

1）　資格要件
◆「こども救命講習会（90分）」を受講した市内在住・

在学の小学校4年生～6年生。
◆子供達に対し、指導技法を主体とした「応急手当ジュ

ニアインストラクター講習会（3時間）」（写真3、写
真4）を開催。保護者からの承諾書提出により登録。

2）　指導対象
　「こども救命講習会」に限定。
3）　資格有効期間
　取得から中学校卒業まて
4）　報酬
　報酬なし
5）　保険制度
　「千葉市ボランティア活動補償制度」
◆損害賠償責任事故
◆傷害事故

表2　応急手当ジュニアインストラクター制度

写真3　小学生に対するこども救命講習会

写真4　中学生に対する救命講習会
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同じく、受講者数の推移を図4に示す。同じく平成28年
度末には、市民協働開始前に比べ2.2倍の受講者数となる
見込みである。

「応急手当インストラクター」の講習会出向件数と延べ
出向者数を図3に示す。平成28年12月末現在、出向件数・
延べ出向者数とも前年度実績を大きく上回り、現在では、
応急手当普及に欠かせない大きな「力」となっている。
図4、図5に示した通り、協働開始後、救命講習実施件

数、受講者数とも大幅に増加しており、インストラクター
制度は非常に大きな効果を上げている。これからもこの効
果を持続させるためには「顔の見える関係の継続」、「指導

ジュニアインストラクター登録者数の推移を図2に示
す。第1期10名で発足後、平成28年12月末現在では144名
と、大幅な増加となっている。仲間が講習会で指導する姿
を見て「自分もやってみたい」という子供達が急増してお
り、その効果は非常に大きい。また、医師会・教育委員会
との連携により展開中の、小学5年生を対象とした「いの
ちを守る教育プラン」（※）にも参画しており、本プラン
推進の力となっている。

千葉市医師会の「千葉市を日本のシアトルに！」という通称

「千葉市シアトル化計画」の柱となっているプラン。平成23

年度から千葉市医師会、教育委員会、消防局が連携し推進し

ている。小5・中2・高1を対象とした救命講習を行い、ラ

イフサイクルのより早い段階で3回以上の救命講習を受ける

環境を整えていくもの。

応急手当ジュニアインストラクター制度には課題もあ
る。3年間で10倍超の144人と急増していることから、「指
導現場の確保と提供」「モチベーションとスキルの維持」
「ステップアップシステムの構築」の3点である。なお、
「モチベーションとスキルの維持」については第1回「応
急手当ジュュニアインストラクターフォローアップ講習会
（3時間）」を平成28年昨年11月に開催しており、今後も
継続開催する予定である。

さらにせっかく身につけたスキルを維持発展させるた
め、「応急手当ジュニアインストラクター」から「応急手
当インストラクター」にステップアップできるシステムの
構築も必要と考える。

インストラクター制度制定の効果

協働前後の救命講習会実施件数の推移を図3に示す。平
成28年度末の予測では、協働前に比べ1.8倍の実施件数と
なる見込みである。

（※）いのちを守る教育プラン

図2　ジュニアインストラクター登録者数の推移
　　　（急激な増加を示す）

図3　応急手当インストラクターの救命講習会指導件数及び
延べ指導出向者数

図4　市民協働事業開始後の救命講習実施件数の推移

図5　市民協働事業開始後の救命講習受講者数の推移
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の質の維持」、「ジュニアからインストラクターへのステッ
プアップシステムを構築していくこと」が重要である。将
来的には、図6に示す「応急手当協働普及サイクル」に発
展させ、このサイクルが機能することにより、バイスタン
ダーＣＰＲ（cardiopulmonary resscitation）実施率、Ｐ
ＡＤ（public access defibrillation）施行率、社会復帰率の
向上に大きく寄与していくものと期待している。

結　論

⑴　千葉市消防局で制度化した「応急手当インストラクタ
ー制度」「応急手当ジュニアインストラクター制度」を
紹介した。

⑵　両制度制定後に救命講習実施件数、受講者数とも大幅
に増加しており、インストラクター制度は非常に大きな
効果を上げている。

⑶　将来的に「応急手当協働普及サイクル」に発展させ、
バイスタンダーＣＰＲ、ＰＡＤ実施率、社会復帰率の向
上に大きく寄与していくものと期待している。

一般市民をインストラクターに任命し応急
手当講習の指導者として活躍してもらってい
るという内容である。成人をインストラクタ

ポイントは
ここ！

ーに任命するのは他の消防でもやっているが、小学生をイ
ンストラクターとするのは初めて聞いた。

人は皆、教えたいという欲求を持っている。教えられる
人から認められて初めて教えることが可能となるわけで、
これを「承認欲求」と定義することもあるらしい。小学生
のインストラクターが急増しているのはこの欲求を素直に
表出しているためであろう。

私も学校などで短時間の応急手当講習を行うことがあ
る。その際には消防や教員にできるだけ多くの手伝いをお
願いするのだが、これがなかなか叶わない。消防にお願い
すると「受講者8人から10人で消防1人マネキン1体」と
言われる。実際にその人数でマネキンを囲むと時間内にマ
ネキンに触れない人が多く出てくるし、他人が一生懸命や
っていても半数は無駄話をしている。こんなときに千葉市
のようなインストラクター、それがたとえ小学生であって
も、手伝ってくれれば無駄話をする余裕を与えず何度も手
技の確認ができるのに、と羨ましく思う。

小学生インストラクターには活躍する場を提供すること
は難しいだろうが、将来を見据えてこの事業を続けて行っ
て欲しい。

著者紹介

飛鋪宏典（ひしき・ひろのり）
昭和39年1月29日生まれ
昭和57年4月　消防士拝命
平成17年12月　救急救命士国家試
験合格
平成28年4月から千葉市消防局警
防部救急課勤務

図6　千葉市消防局が考える応急手当協働普及サイクル

〈市立青葉病院ワークステーションの概要〉
市立青葉病院おける救急棟の増築にあたり、千葉市消防

局との共同事業として救急ワークステーション機能が組み
込まれた。これは従来、2年に1度、交互に行っていた2
種類の救急救命士の再教育プログラム（千葉市消防学校で
講義と病院実習）を、救急救命士以外の救急隊員も含め、
同時に毎年行う計画である。ワークステーションは、旧救
急外来に接する形で設立され、1階には、救急外来及びレ

ントゲン／ＣＴ室、2階には、33㎡程の救急隊員の訓練室
と4人分の当直室、その他病院の施設が設置されている。

はじめに

救急救命士制度が創設されて20年以上が経過し、経験豊
富なベテランの救急救命士が育ってきたことで、「救急救
命士が救急救命士を指導する」といった人材育成が図られ

千葉市消防局　田端 隆司

千葉市立青葉病院ワークステーションでの病院実習
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ている。千葉市消防局（以下「当局」という。）では平成
22年度から全国に先駆けた指導救命士制度の運用が開始

されており、現在、総括指導救命士2人を含む8人が指導
救命士として任命されている。今回、平成28年4月から本
格運用を開始した「市立青葉病院救急ワークステーション
（以下「ＷＳ」という。）」では、指導救命士が指導担当と
して出向している。指導救命士を含めた、ＷＳでの研修に
ついて紹介する。

千葉市消防局の指導救命士制度

当局は第一課及び第二課の二課制で、各課に総括指導救
命士と3人の指導救命士が任命されている（図1）。指導
救命士の業務は、ＷＳでの指導の他、救急課程や初任科で
の講師、所属での訓練指導等、救急業務に関する教育全般
である。

ＷＳでの研修

研修体制を図2に示す。なお、救急当直室の関係で、研
修人数は4人が上限である。
⑴　再教育

ＷＳ運用開始以前の救急隊員の再教育は所属での訓練、
救急救命士の再教育は千葉市消防学校で実施していた。

現在の再教育（図3）は、1当直ずつ「座学」「実技」
「ＯＳＣＥ（Objective Structured Clinical Examination，
客観的臨床能力試験）」と割り当てており、研修をより効
率よく実施するため「実技→ＯＳＣＥ」の順で、2通りの
パターンで日程を組んでいる。

座学（写真1）は、「気管挿管やアドレナリン投与に必
要な解剖・生理」「各種通知文書」や当局の「救急隊現場
活動マニュアル・プロトコール」等の確認をおこない、ポ
ストテストを実施する。さらには、研修生のためだけに、
週2回、循環器科の医師による講義（写真2）も実施して
いる。

実技は、ＢＬＳ（Basic Life Support）、喉頭展開、異物
除去等の基本的な訓練、救急救命士が各種特定行為の訓練
時には、救急隊員は特定行為準備訓練や補助訓練、静脈路
確保ライン作成訓練を並行して実施している。

ＯＳＣＥ実施日は、シナリオトレーニングを実施し、Ｏ
ＳＣＥは青葉病院救急部の医師と指導救命士で採点（写真
3）、フィードバック後は医師から直接指導を貰う（写真
4）。なお、ポストテスト、ＯＳＣＥで基準点に達しない
者に対しては追試も実施している。さらには、昼間帯3日
間共に、救急現場の救急隊から病院収容依頼の連絡を受け
たトリアージナースが、青葉病院救急部が設定した緊急度
分類と照らし合わせ、重症度が高い傷病者と判断した場
合、研修生に連絡が入る。研修生は訓練室から初療室に移

図2　救急救命士の指導等に関する要項（抜粋）

図3　再教育の日程及び項目

図1　千葉市消防局の指導救命士体制

写真1　座学の様子 写真2　循環器科医師による講義

写真3　ＯＳＣＥ（客観的臨
床能力試験）の様子

写真4　フィードバック後の
医師から喉頭鏡の操作の指導
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動し、初療室対応、夜間帯は、救急搬送された全症例を対
象に、初療室対応を行う。
⑵　就業前研修

ＷＳ運用開始以前の就業前での病院実習時間は、3医療
機関で計167時間であったが、現在はＷＳで3当直の

他、2医療機関で計4当直、計168時間行っている。就業
前は昼間帯から救急搬送された全症例を対象に初療室対応
となり、空いている時間で指導救命士が担当し、座学及び
訓練を実施している。

就業前でも基本的な訓練を実施し、更には、特定行為指
示要請及び病院収容依頼など、救急現場で救急救命士とし
て独り立ちすることを考慮した内容を実施している（図3、
写真5、写真6）。訓練室から外に出て、実際の救急現場

を想定しての活動訓練も実施している（写真7、写真8）。
初療室での実習風景を写真9に示す。夜間帯は医師や看

護師の指導のもと初療室での研修になるが、昼間帯は指導
救命士も積極的に指導に加わる。研修生は、実習終了後に
は、その場で医師や看護師から手技についてアドバイスを
受けることができる。
⑶　研修生へのアンケート結果

平成29年4月～10月までの結果を図4に抜粋した。研修
生は昼間帯、夜間帯、循環器科医師の講義ともに満足度が
高く、特に研修生だけに講義する循環器医師の講義は非常
に満足度が高い結果となった。
⑷　研修状況

平成29年4月～11月までの研修状況の抜粋を図5に示す。
救急救命士の研修人数は84人であった。当然ながら特定

行為の実習項目は認定者に限られるため気管挿管や血糖測
定は実習回数が少ないのだが、静脈路確保の実習件数は多
く、延べ1154回になり、救急救命士1人平均13.7回であった。

救急隊員の研修人数は124人、救急救命士より救急隊員
のほうが多い実習項目もあり、救急隊員も十分に実習でき
ていることが示された。

考　察

平成28年4月からＷＳが本格運用を開始したことに伴

写真5　基本訓練

写真7　心肺蘇生訓練

写真9　初療室での傷病者への対応風景。指導救命士も参加す
る。女性左：救急救命士実習生。女性右：看護師。女性たちの
すぐ後：指導救命士

写真8　静脈路確保

写真6　各種特定行為実施訓練

図4　研修生へのアンケート結果（抜粋）

図5　研修状況（平成29年4月～11月までの抜粋）
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い、ＷＳで再教育及び就業前の研修が
開始された。ＷＳでの研修は救急救命
士（写真10）だけでなく救急隊員にと
っても十分充実した研修内容であり、
ＷＳでの実習で知識、技術のレベルア
ップを図ることで、結果的に市民への
サービス向上に繋がると思われる。

指導救命士はＷＳの昼間帯の研修を
担当しており、今後も当局所管課、病
院関係者と意見交換を重ね、よりよい

ＷＳ研修になるよう努めていく。

結　論

⑴　千葉市立青葉病院救急ワークステーション（ＷＳ）で
の病院実習の概要を紹介した。

⑵　ＷＳでの研修は救急救命士だけでなく救急隊員にとっ
ても十分充実した研修内容であり、ＷＳでの実習で知
識、技術のレベルアップを図ることで、結果的に市民へ
のサービス向上に繋がると思われる。

⑶　指導救命士はＷＳの昼間帯の研修を担当しており、よ
りよいＷＳ研修になるよう努めていく。

先月号の奈良県広域に続いてのワークステ
ーションの紹介である。特色は医師が参加し
てＯＳＣＥ（客観的臨床能力試験）をするこ

ポイントは
ここ！

とと循環器医師による座学である。
医師は現場は知らない。ドクターヘリやドクターカーで

現場に出ている医師なら分かるかもしれないが、それでも
全部が分かるわけではない。だが手技や行動を見て、変な
ところは分かる。救急隊の動作は型にはまったものがほと

んどで、なぜそんな行動（手技）をするのかと聞いても
答えられないことがある。私もよく質問するほうだが、8
割は納得するさせてもらえるが（特に役割分担）2割は
「もうちょっと考えろよ」と思ってしまう（特に判断と個
人の手技）。

せっかく医師が付いて指導してくれるのだから、医師の
考え方を学んでほしい。端で見てるより複雑な判断をして
いる（はず）。座学でも分からないと思ったらどんどん質
問しよう。反応がない講義講演ほど話す方にとってつまら
ないものはないからだ。

写真10　千葉市消防局
指導救命士エンブレム


