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〔第２９回〕バーティカルストレッチャー
　　　　　　　　　　　　　　　　　小野寺　洋一

今さら聞けない資機材の使い方

（土浦市消防本部
 土浦消防署）

　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、茨城県土浦市消防本
部土浦消防署の小野寺洋一と申します。宜しくお願いしま
す。
　はじめに、茨城県土浦市消防本部の紹介をしたいと思い
ます。
　土浦市は、日本で二番目の広さを誇る湖である霞ヶ浦に
面していて、水と緑に恵まれた街です。また、日本三大花
火大会の一つ土浦全国花火競技大会が開催される、伝統と
歴史ある茨城県南部の商工業都市です。
　市域は、平成18年２月、新治村との合併によって、面積
122.99k㎡（霞ヶ浦の面積9.17k㎡を含む ）、東西14.4km、
南北17.8km となりました。位置は、東京から60km圏内、
成田国際空港から約40km、筑波研究学園都市にも隣接し
ており、地理的条件に恵まれています。
　また、土浦市は、ＪＲ常磐線の土浦駅・荒川沖駅・神立
駅の３駅や常磐自動車道の桜土浦ＩＣ・土浦北ＩＣが立地
するなど交通幹線網が整っているほか、つくばエクスプレ
スの開通、首都圏中央連絡自動車道などの広域交通幹線網
の整備が進んでいます。

２　バーティカルストレッチャーについて
　使用している素材は全て難燃性で、外カバーの内側（傷
病者側）及び底部（外側）には、それぞれナイロンよりも
優れた引張強度・耐久性・摩擦強度を持つコーデュラナイ
ロンが使用されています。内側にはフルボディー ハーネ
スと、垂直吊りを行う際に装着するフットレストが縫い付
けられています。持ち手は７か所、垂直吊り上げ用ループ

写真１　バーティカルストレッチャー

　将来を支える新しい都市基盤の整備や産業の振興によ
り、平成27年６月現在で14万1,342人が暮らす都市となり
ました。

１　は じ め に
　今回取り上げる資機材は「FERNO社製のバーティカル
ストレッチャー」です（写真１）。バーティカル（vertical）
とは垂直を意味し、垂直、水平吊り上げ、担架搬送、狭隘
空間での搬送、ヘリコプターによる搬送等多様な救助現場
に対応できる機能を備えています。この機能をより有効に
活かすためには、諸元や取扱方法を十分に理解しておくこ
とが必要です。

図　土浦市消防本部管轄域
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は２か所あり、吊り上げの方法によりスリングの位置を変
えます。また、芯材にはフレキシブルで丈夫な高密度ポリ
ウレタンが使用され、コンパクトに巻いて収納できるた
め、収納ケース（付属品）に入れて背負うことで、搬送時
に両手を使うことができます。

　諸　元

長さ（収納時） 211ｃｍ（約80ｃｍ）

幅（収納時） 77ｃｍ（約30ｃｍ）

総重量 7.5ｋｇ

最大荷重
3.5ｋＮ（水平吊り上げ時）

2.5ｋＮ（垂直吊り上げ時）

（取扱説明書参照）　

①　各部名称

　各部の名称は写真２のとおりです。

写真３　車両への積載状況

の受傷部位、応急処置等、隊員の個人装備は省略させて
頂きます。

②　車両への積載方法

・私の所属では、コンパクトに収納できる特性を活かし、
救助工作車シャッター内に積載しています（写真３）。

写真２　各部の名称

3　取 扱 方 法

①　現場の状況

・傷病者の受傷機転や受傷部位、受傷程度、活動スペー
ス、活動隊員数等によりバーティカルストレッチャーへ
の収容方法、吊り上げ方法が変わってくるためどのよう
な状況にも対応できる知識と技術が求められます。今回
はバーティカルストレッチャーの特長を活かすことが
できる、バスケット担架が入らないマンホール内への転
落、マンホール下部は隊員３名が活動できるスペースが
あるという想定で傷病者の収容、吊り上げ方法を紹介し
ます。なお、環境測定や環境改善等の初動活動、傷病者

写真４　搬送要領

④　傷病者接触

・傷病者に接触後用手頭部保持、初期評価、全身観察を実
施します（写真５）。

シンチストラップ

ループ（オレンジ色）

チェストストラップ
（青色）

キャリングハンドル

フットストラップ（赤色）

フットハンドル

ヘッドハンドル

スリング赤

ショルダーストラップ（黄色）

スリング黒（補助）

レッグストラップ（黄色）

スリング青

レストレイント（黒色）

③　バーティカルストレッチャー搬送

・現場到着後、バーティカルストレッチャーを搬送、状況
評価を行う際は、前項で説明のとおり背負うことで、両
手を使うことができます（写真４）。
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今さら聞けない資機材の使い方⑰

⑥　傷病者収容

・①の現場の状況でも述べましたが、現場の状況や受傷部
位、隊員数等で収容方法は様々であり、その中で最適な
方法を選択することになりますが、今回はログロールで
の傷病者の収容方法を紹介します。傷病者の左手側にバ
ーティカルストレッチャーを配置し、頭部保持者の合図
でログロールを実施し、バーティカルストレッチャーへ
乗せ、必要があれば位置を修正します（写真９～ 12）。
この際注意するべきところは、収容準備時に外側に出し
た各ストラップ等を巻き込まないことです。巻き込んで
しまうと、傷病者を固定する際再び外側に出すことにな
るため時間がかかってしますからです。

写真７　巻き戻り防止

写真10　ログロール

写真５　全身観察

⑤　収容準備

・収納ケースから取り出し、バーティカルストレッチャー
を展開します（写真６）。この際本体が巻き戻らないよ
うにするためにはシンチストラップを締めます。それで
も巻き戻ってしまう場合には、現場の状況（床面が濡れ
ている、粉塵、瓦礫等）が許せば収納状態と逆に巻き展
開する方法がありますが、当消防本部では、頭部および
足部を内側に絞りこむように力を加えることで巻き戻り
を防ぐ方法を採っています（写真７）。

・次に傷病者を収容するために各ストラップ、スリング、
レストレイントを外側に出して整えます（写真８）。

写真６　バーティカルスト
レッチャー展開

写真９　ログロール準備

写真８　各ストラップ等整理

写真11　バーティカルストレッチャーを
引き寄せる

写真12　位置修正
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今さら聞けない資機材の使い方�

⑦　ストラップ固定

・次にストラップ固定です。ショルダーストラップ、チェ
ストストラップ、レッグストラップを固定します、胸部
は呼吸抑制しないよう注意し、各ストラップとも締めが
緩いと固定の意味がなくなってしまいますので、しっか
りと締め付けます（写真13）。

・今回は垂直吊り上げのため、フットストラップにて吊り
上げ時に傷病者が足部側へずれてしまうのを防止します
（写真14）。

・ヘッドバンドで傷病者が前方に飛び出してしまうのを防
止します（写真15）。

・レストレイントを締めつけていきます。レストレイント
は、バックルがパススルータイプになっているため、受
け側（赤い取手が付いている）にもう片方のバックルを
通し、ストラップの端末を引くことで締め付けます。バ
ックルを受け側に通す際は、バックルを横にすると通し

やすく、締め付けの際は、身体の動揺を防ぐことはもち
ろんのこと、包み込むようにすることで狭隘空間を通る
際の接触、引っかかり防止等を目的としているためしっ
かりと締め付けます。バックルが一つでも外れていると
水平吊り上げの際は湾曲してしまうため、吊り上げ前に
は再度確認します。当消防本部では、まず６箇所すべて
を仮固定し、次にバーティカルストレッチャーを内側に
絞りこむ隊員と、レストレイントを締め付ける隊員とに
役割を分ける方法を採っています（写真16 ～ 17）。

⑧　吊り上げ要領

・傷病者を救出ロープ直下に移動し、垂直吊り上げするた
めに頭部側左右のループ（オレンジ色）にスリング青を
ひばり結びで設定します（写真18）。吊り上げ時には、
スリングが傷病者の顔にかからないように注意し、スリ
ングを束ねる箇所には、三方引きに対応するデルタ型の
クイックリンク等を使用します（写真19）。吊り上げ時
のコントロールや回転防止のために、キャリングハンド
ル若しくは足部側先端のフットハンドルに誘導ロープを
設定します（写真20）。

写真13　レッグストラップ固定

写真14　フットストラップ
固定

写真16　レストレイント
締め付け（胸部）

写真17　レストレイント
締め付け（足部）

写真15　ヘッドバンド固定

写真18　垂直吊り上げのためのスリング設定

写真19　クイックリンク設定状況
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今さら聞けない資機材の使い方⑰

４　お わ り に
　今回紹介した方法は、数ある中の一つでしかありませ
ん。現場で臨機に対応するには個人の知識、技術はもちろ
んのことチーム内での共通認識が必要不可欠です。当消防
本部では、今回紹介することができなかった隊員２名での
収容方法や水平吊り上げ、頸椎損傷を疑った場合の頸部固
定具と上半身固定具を併用する方法等の訓練を重ねていま
す。今回のバーティカルストレッチャーに限らず、我々
は、傷病者を容態変化させることなく１秒でも早く救急隊
へ引き継ぐという強い信念のもとに、熱い気持ちを持って
様々な想定での訓練を繰り返し、どのような状況でも安
全・確実・迅速に対応できる準備をしておくことが大切だ
と考えます。

　次回は｢○○○○○○｣ の予定です。
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写真 20　誘導ロープ設定状況

写真 21　垂直吊り上げ時の状況
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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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