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今さら聞けない資機材の使い方

　みなさんはじめまして。今回の「今さら聞けない資機材
の使い方」を担当させて頂きます、斜里地区消防組合消防
署の星野祥大と申します。よろしくお願いします。
　始めに、斜里町についての紹介をしたいと思います。
　斜里町は北海道の東端に位置し、オホーツク海に面した
農業、漁業及び観光業の盛んな町です。2005 年にはユネ
スコ世界自然遺産に登録され、知床の呼び名で知られてい
ます。
　面積は 737.12 ｋｍ２におよび、日本の滝百選にも選ばれ
ているオシンコシンの滝や、知床連山を擁しており、年間
約 120 万人の観光客が訪れ、観光の中心であるウトロ地区
には大小複数の温泉宿が有ります。2011 年には知床五湖
に地上遊歩道のほか高架木道も整備され、知床の自然をさ
らに身近に観察できるようになりました。この他、観光船
からはヒグマやエゾシカ、イルカやクジラといった野生動
物を間近で見ることもでき、冬には海一面に押し寄せる流
氷も魅力的です。また、味覚としてはサケやウニなどの海
の幸も魅力のひとつです。

１　はじめに
　今回取り上げる資機材はスケッドストレッチャー（以下
「スケッド」といいます。）です。
　この資機材の利点は、ハンドルを持って徒手搬送するこ
とができるほか、ヘリコプターのホイストやロープシステ
ムによる水平、垂直吊りができるという点です。また、平
坦な土地であれば地面を引きずることができ、狭隘空間か
らの救助にも柔軟に対応できます。ただし、スケッドだけ
では全脊柱固定することができず、もし必要であればバッ
クボードなどの全脊柱固定可能な資機材との併用が必要で
す。

２　スケッドストレッチャーについて
　スケッドにはいくつか種類がありますが、今回は私の所
属で所有しているＳＫ―200―ＯＲについて紹介します。
　スケッド本体は柔軟で耐久性のあるポリエチレンプラス

チックを使用しています。スケッド本体の側面には４本の
横掛けストラップ及びバックル、足側には足用ストラップ
が付いています。また、スケッド全体にグロメットが取り
付けられており、ロープなどを通すことができます。

　諸元

素　　材 ポリエチレン
全　　長 縦 210ｃｍ×横 9 1 ｃｍ
収納時の大きさ 縦   95ｃｍ×横 20ｃｍ
重　　量 7.73ｋｇ
溶解温度 約 232℃
水平時耐荷重 約 4,000ｋｇ
垂直吊り時耐荷重 約 2,600ｋｇ

傷病者接触前の注意点

スケッドに限らず、搬送資機材を使用する際は、現場
までの道幅・段差等をしっかりと確認するようにしまし
ょう。パッケージングをした後に、現場から運び出せな
いというような事があれば、余計な時間がかかってしま
いますので注意が必要です。

３　スケッドストレッチャーと付属品
　スケッドと付属品については以下のとおりです（写真
１、写真２）。

写真１　スケッドストレッチャー

〔第39回〕スケッドストレッチャー
　　　　　　　　　　　　　　　　　星野　祥大

（斜里地区消防組合消防署）
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⑴　付属品について

①　ウェービングハンドル（脱着帯ハンドル）
ウェービングハンドルを使用することによって、最
大８名の介助者がスケッドを運搬することができます
（写真３、写真４）。
ウェービングハンドルは、外側から内側に通して使
用しています。内側から外側に通して使用しますと、
正しく使用したときと比べて、持ち上げる際にスケッ
ドを広げる方向に加わる力が強いため、固定が緩んで
しまう恐れがあります（写真５）。また、同様の理由

②　背負パック、牽引ストラップ
付属の牽引ストラップを取り付けることにより、牽
引用ハーネスとして使用することができます（写真
６）。凹凸が少ない道を搬送する際などに有効です。
また、牽引ストラップの取り付け方によって、色々な
状況に対応することも可能です（写真７）。牽引スト
ラップの代用としてテープスリングを使用することも
できます（写真８）。

写真５　逆に通した場合、スケッドを外側に広げ
てしまいます

写真６　背負いバック取付

写真７　前方を３名で牽引

写真３　ウェービングハンドル着装時

で外側に引っ張るように持つと、固定が緩んでしまう
恐れがあるので、注意しましょう。

写真４　スケッドの持ち手と併用することで、多く
の人員で搬送できます

写真２　付属品
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⑵　収容準備

スケッドを背負バッグから取り出し展開します。スケ
ッドは丸めた状態で収納されているため、保持ストラッ
プを緩めロールを完全に開きます（写真 10）。この時、
巻き戻り処理をしないと傷病者収容の妨げとなることが
あるため、できる限り平らにしましょう。私の所属では
スケッドを半折にして、半分ずつ裏側に巻く方法で平ら
にしています。こうすることで素早く展開することがで
きます（写真 11）。写真８　テープスリングを使用し、足側より牽引

③　9.5mmスタティックロープ
長さ 9.1m のロープで、垂直吊り上げの際に使用し
ます。
④　ナイロン帯ストラップ、スチールロックカラビナ
水平吊り上げ時に使用します。

⑵　スケッドストレッチャーの搬送について

スケッドは、収納状態で背負って搬送することができ
ます（写真９）。

写真９　スケッド搬送時

写真 10　スケッド展開

写真 14　ログロール完了

４　スケッドストレッチャーの取扱方法について
　今回は、低所にて具合が悪くなった傷病者を引き上げる
という想定で、隊員３名が傷病者に接触し、スケッドに収
容、搬送という活動を紹介します。なお、今回はスケッド
を用いた活動に焦点を当てているため、状況評価、初期評
価、全身観察及び処置の活動内容については省略させて頂
きます。また、傷病者についても、取り扱いを見やすくす
るため一部乗せていない状態で撮影したものを使用してお
りますことをご了承願います。

⑴　傷病者接触

傷病者に接触後、初期評価、全身観察及び処置を実施
します。

写真 11　巻き戻り防止

⑶　傷病者収容

傷病者の収容方法は、現場の状況や傷病者の状態によ
って異なります。今回は、スケッドの取扱説明書に記載
されているログロールを用いた方法を紹介します。
まず、スケッドを傷病者の横側に置き、スケッドの頭
端部が傷病者の頭付近に来るようにします。この時、横
掛けストラップをスケッドの下に入れておきますと、傷
病者を乗せる際のストラップの巻き込みを防止すること
ができます（写真 12）。
次に、ログロールを実施しスケッドを傷病者の下側に
できるだけ深く差し込み（写真 13）、スケッドの上に乗
せます（写真 14）。
最後に、傷病者を中央部に滑らせ位置を修正しま

写真 12　スケッドの配置 写真 13　ログロール実施

写真 15　中央部に移動

【000-000】資機材第39回_B.indd   3 2016/05/12   15:39:31



4 4’16.07 ’16.07

今さら聞けない資機材の使い方�

す。この時、脊柱をできるだけ真っ直ぐにします（写真
15）。
保温の為に傷病者とスケッドの間に毛布などを敷くこ
とも効果的です（写真 16）。また、スケッドを使用して
資機材を搬送する際にも毛布を敷くと良いでしょう。固
い重量物を直接乗せて引きずりますと、荷重が一点に集
中し、スケッドに穴が開いてしまう可能性があります。
資機材との間に一枚敷くことで、荷重を分散させること
ができます。
今回はログロールによる傷病者の収容を選択しました
が、狭隘空間での活動の際などログロールが実施できな
い場合があります。そのような場合は、傷病者をスケッ
ドの上を滑らせて収容するという方法もあります。

とができます（写真 19）。送り締めをすると効果的に締
め付けることが可能です。

写真 17　横掛けストラップ取付 写真 20　ストラップの長さに注意

写真 16　毛布による保護

⑷　固定

傷病者を固定していきます。
まず、スケッドの側面を持ち上げ、４本の横掛けスト
ラップを正反対位置にあるバックルに留めます（写真
17）。
次に、足用ストラップをスケッド足端部側の使用して
いないグロメットに通し、バックルに留めます（写真
18）。
最後に、ストラップを締め固定します。スケッドの締
め付けが緩ければ傷病者が固定されず、移動させる際に
傷病者に危険が生じますので、しっかりと締め付けまし
ょう。ただし、呼吸抑制には注意が必要です。ストラッ
プを締め付ける方法として、全てのストラップを仮固定
しスケッドを内側に絞り込む隊員と、ストラップを締め
る隊員に分かれて実施しますと、効率よく締め付けるこ

写真 18　足端部ストラップ取付

写真 19　スケッドを絞り、固定を実施します

⑸　傷病者搬送

今回は、水平吊り上げにより救出していきます。
まず、傷病者を救出可能な地点まで移動し、救出準
備を開始します。水平吊り上げには、１本あたり定格
1,700ｋｇ／ｃｍ２のナイロン帯ストラップを２本使用しま
す。頭部側ストラップは足部側ストラップより約 15ｃｍ
短くなっていますので、使用する際は注意が必要です（写
真 20、21）。
私の所属では、ストラップのタグに頭側・足側がわか
るように書き込んでいます。また、水平用のストラップ
を装着したままスケッドを引きずるとストラップの損傷
原因になりますので注意してください。
次に、頭部用ストラップの一端をスケッド頭端部片側
のリフト用スロットに挿入し（写真 22）、スケッドの下
側を回してスケッド反対側のリフト用スロットに通しま
す。この時、ストラップの両端の長さを同じにします（写
真 23）。ストラップを通すためには、一度スケッドを浮
かせる必要があり、スケッドに限らず、傷病者は全身が
固定された状態で動かされますと、不安を感じます。ま
た、スケッドはバックボードと違い、腕も固定してしま
うため、傷病者は身動きがほとんどとれない状態になり
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ます。必ず声掛けを実施し、傷病者の不安を取り除くよ
うにしましょう。
その後、足端部用ストラップも同様に行い、４本のス
トラップを均衡させ、スチールロックカラビナに取り付
けます（写真 24）。
最後に、搬送の準備が整ったら、一度吊り上げて水平
を確認します。吊り上げ中のコントロールのために誘導
用のロープを設定し、水平を確認後救出を開始します（写
真 25）。

写真 24　カラビナ取付時 写真 25　救出開始

５　ま と め
　以上でスケッドの取り扱い及びスケッドを使用した活動
の紹介を終わりたいと思います。ここで紹介した方法はほ
んの一例に過ぎず、狭隘空間からの救出や垂直吊り上げな
ど、様々な活動が可能です。それらの方法を実施し最善の
活動を行うためには、日々の訓練や学習により、資機材に
対する理解と手技の習熟が必要不可欠となります。どれだ
け優れた資機材でも、誤った使い方をすると重大な事故に
繋がります。取り扱い方法を十分に理解し、正しい使用を
心掛けましょう。

　次回 ｢○○○｣ の予定です。
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写真 21　ストラップを逆に取り付ける
と、頭側が下がってしまいます

写真 22　ストラップ挿入 写真 23　長さ調整
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第１章　救助通論
　第１節　災害救助の概念　　第２節　救助法規　
　第３節　災害時の行動科学　・緊急時の行動特性　ほか
　第４節　現場活動　・災害の特性／救助活動用装備　ほか
　第５節　教育と訓練　・指揮者の資質／救助訓練の進め方　ほか
　第６節　安全管理　・活動現場における安全管理　ほか

第２章　救助各論
　第１節　火災救助　・火災と燃焼／消火理論　ほか
　第２節　震災救助　・震災の特性／震災救助　ほか
　第３節　水災救助　・水防活動／水災救助／津波　ほか
　第７節　各種事故現場の救助
　　・交通事故／労働災害事故の救助／感電事故の救助ほか

◆災害や事故に共通する性格や特性、教育・訓練等の基本事項、災害及
び事故種別の特徴をとらえ救助手法の要点などを平易にまとめ、教育・
訓練用として救助活動の基本となる事項を最近の事例をもとに総合的
に解説した災害救助のための唯一の実務書！
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