
実践ガイドライン 2010 

第３回 

「一般人が行う救命処置」 
 
今回は一般人が行う救命処置を取り上げ

ます。 
ガイドライン(G)2005からの変更点は

以下の通りです。 
・見て聞いて感じて→見るだけ 
・気道確保(A)人工呼吸(B)胸骨圧迫(C)

→胸骨圧迫(C)のみ 
・人工呼吸はできる人のみ 
・胸骨圧迫の速さ毎分100回→毎分100

回以上 
・胸骨圧迫の深さ4~5cm→5cm以上 
 

今回は救命講習のカンニングペーパーを作り
ました。このページのとおり講習すれば
G2010 はバッチリです。 
 
はじめに 
 2004 年に一般市民による AED（自動体
外式除細動器）の使用が認められてから早

くも 7 年目に突入しました。最近では一般
市民が心肺停止の人に救命処置を施し、蘇

生したということをニュースや新聞での記

事でよく見かけるようになったと皆さんは

感じませんか？それだけ一般市民を対象と

した救命講習の実施や AED の教育が普及
してきているのだと実感させられる日々で

す。私も自動車免許を取得しようと自動車

学校に入校した際に初めて心肺蘇生法を学

んで教官から「人工呼吸ができていない！」

と指導された記憶が現在でも鮮明に残って

います。 
 さて、皆さんは「心肺蘇生とは何です

か？」と聞かれて答えられる人は何人いる

でしょうか？言葉のニュアンスでどのよう

なものか見当はつくと思いますが、全くわ

からないという人も中にはいるでしょう。 
今回はそのような人のために「一般人が行

う救命処置」で心肺蘇生法や AEDをわか
りやすく説明していきたいと思います、 
 
心肺蘇生法とは 
心臓や肺の働きを元の正常な状態に蘇ら

せてあげる方法のことをいいます。また、

心臓と肺の働きが停止していることを心肺

停止といいます。心肺停止の人は、もちろ 
ん呼吸もしていませんし、心臓も動いてい 
ないので血液を全身に流してあげることも 
できません。そこで重要となるのが呼吸の

補助をする「人工呼吸」と心臓の補助をす

る「胸骨圧迫」、止まっている心臓に電気シ 
ョックを与える AED（自動体外式除細動
器）となります。 
 
 

一般人の役割 
救命の役割を担うのは、救急隊員や病院

の医療スタッフだけではありません。一般

市民の勇気ある行動が心肺停止の人の命を

救う鍵といってもいいでしょう（写真 1）。 
救急車を要請して現場に到着するまで何

分かかるのだろう？と疑問に思った方はい

ないでしょうか。全国平均で約 7 分かかる
と言われています。 

 



写真 1 
勇気ある行動が人命救助の鍵です 
 
次の図１を見て下さい、これはカーラーの

救命曲線といって時間経過と共に死亡率が

どのように変化していくのかを示していま

す。 
（図 1） 

 

図 1 
カーラーの救命曲線 
 
心臓停止してしまうと約 3分で 50％の確率
で死亡してしまうことがわかると思います。

救急車が到着するまでの約 7 分何もせずに
いれば「救えるはずの命」も救えません。

それだけ一般市民の方の役割というのは極

めて重要であり、一般市民が心肺蘇生法を

習得することが救命に繋がるのです。 
心肺蘇生法の流れ 
ここでは 2010 年に新しく発表された心肺
蘇生法について説明していきます。 
 
① 始まりは周囲の安全確認から 
倒れている人を発見したら、すぐに近寄ら

ず、自分の周囲に危険なものがないか「周

囲の安全確認」を行いましょう。自分の命

も危険にさらされてしまいます（写真 2）。
まず、自分自身の身の安全を確保しましょ

う。 
 
 

 
写真 2 
交通量の多い道路で周囲の安全確認もせず

近寄った場合 
 
 
② 落ち着いて意識の確認 
倒れている人に近づき、肩を叩きながら、

「大丈夫ですか？」と 3 回程度、大声で呼
びかけましょう（写真 3）。 

 
写真 3 
「大丈夫ですか？」 
 
確認して、目が開かない、体の動きがない、

全く返答がない場合は「意識なし」と判断

をします。逆にいずれかの反応がある場合

は「意識あり」となります。 
 
③ 大声で叫んで周囲へ知らせる 
 意識がなければ「誰か来てください！人

が倒れています！」と大声で叫びましょう

（写真 4）。 



 
写真 4 
「誰か来て下さい！人が倒れています！」 
 
④ 119 番通報と AED を頼もう 
近くに誰かいれば、まず 119 番通報をす

る人、AED を持ってくる人決めましょう。
そこで「あなたは 119 番通報を、そこのあ
なたは AEDを持って来て下さい」と頼みま
しょう（写真 5）。このとき、誰が何をする
のかをハッキリさせることが重要です。そ

うすることで応援してくれる人にも困惑を

招きません。 

 
写真 5 
「あなたは 119番通報を、そこのあなたは
AEDを持って来て下さい。」 
 
⑤ 目で見て呼吸の確認 
 呼吸の確認は「顔」、「胸」、「腹」の 3 点
を目で見て 10 秒以内」に確認しましょう
（写真 6）。 

 
写真 6 
呼吸は見て確認します 
 
顔（口など）、胸、腹に動きがないかを見て 
動きがなければ呼吸停止と判断します。 
⑥ 呼吸停止ならば胸骨圧迫開始 
胸骨圧迫は以前まで心臓マッサージと言

われていたもので、読んで字のごとく胸骨

を圧迫するというものです。呼吸停止と判

断したら躊躇せず胸骨圧迫を始めましょう。 
【方法】 
 倒れている人の脇に膝立ちし（写真 7）、
胸骨の真ん中（写真 8）に重ねた両手（写
真 9）を置きます。 

 
写真 7 
胸骨圧迫の姿勢 
 
肘を真っ直ぐに伸ばし、手の付け根部分に

体重をかけ胸骨が 5 センチ以上沈む強さで
胸骨圧迫します。圧迫している際に、肋骨

が折れてしまうことがありますが、折れる

ことを恐れて胸骨圧迫をしなかったり、加

減してしまうと結果として倒れている人を

救命できません。しっかり胸骨圧迫を行い

救命させることが最優先です。 



 
写真 8 
胸骨の真ん中 

 
       写真 9 
手の付け根 
 
圧迫をしたら必ず胸の高さが元の位置に戻

るまで力を抜き、救急車が到着するまで 1
分間に 100 回以上のペースで胸骨圧迫 30
回と人工呼吸 2 回を繰り返し、中断するこ
となく続けます。また、胸骨圧迫をしてい

て疲れたら直ぐ交代するようにしましょう。 
 
⑦ 人工呼吸は 2回行う 
頭部を少し後屈させて気道確保したまま、

口を大きく開き、倒れている人の口を覆っ

て、ゆっくりと息を吹き込みます。この際、

吹き込んだ息が漏れ出ないように親指と人

差し指で鼻をつまみましょう（写真 10）。 

 
写真 10 
人工呼吸 
 
・胸が上がるのが見える程度吹き込む 
・1回に 1秒かけて静かに 2回吹き込む 
 
【注意点】 
人工呼吸は 2回吹き込みます。、もし失敗し
て上手く吹き込めなかったとしてもやり直

さず、胸骨圧迫に移りましょう。 
 
（表 1） 
人工呼吸の省略 
・心肺蘇生法の訓練を受けていない 
・訓練を受けているが自信がない 
・人工呼吸をすることに抵抗がある 
一般市民の方々では表 1の 3点のうち 1点
でも該当すれば人工呼吸を省略してもよい

となっています。人工呼吸を省略するので、

おのずと胸骨圧迫だけをひたすら続けるこ

とになります。 
 
 
 
⑧ ＡＥＤが到着したら 

 



写真 11 
AED 
 
これがＡＥＤ（自動体外式除細動器）です

（写真 11）。 
 
1. フタを開け、電源を入れましょう（写

真 12）。 

 
写真 12 
電源を入れます 
 
機種によってはフタを開けると自動で電源 
が入る物もあります。 
 
2. 音声に合わせてパットを貼りましょう

（写真 13） 

 
写真 13 
パッドを貼ります 
 
パットを見ると貼る位置が書かれています。

万が一、貼る位置が逆になっても電気ショ

ックはできますので安心して下さい。 
 
3. コネクターを差し込みましょう 
コネクターをソケットに差し込む（写真14）
と、電気ショックが必要かどうか AEDが判

断してくれます。 
 
 
 

 
写真 14 
コネクターを差し込みます 
 
AED が電気ショックを必要と判断するの

は「心室細動」（写真 15）という心臓がブ
ルブルと震えている状態の波形です 

 
      写真 15 
心室細動 
 
4. 身の安全を確認するため安全確認 
電気ショックが必要ならば AED は充電を
開始します。実際に電気を流しますので自

分や応援者、その他の周囲の人が倒れてい

る人に触れていないか確認しましょう（写

真 16）。 



 
写真 16 
「自分よし、相手よし、周囲よし」 
 
 
 
 
 
5. 安全を確認できたら電気ショック 
点滅しているショックボタンを押します

（写真 17）。 

 
写真 17 
ショックボタンを押します 
 
6. 電気ショック後も心肺蘇生 
電気ショックを行ったからといって直ぐに

心臓や肺の動きが正常に戻るという訳では

ありませんので、倒れている人の体が動い

たり、発声があるなどの兆候が見られるま

で胸骨圧迫と人工呼吸を継続しましょう。 
また、パットは救急車が到着するまで貼っ

たままにしておいて下さい。AEDは 2分毎
に自動で波形を判断しますので、もし電気

ショックが必要ならば再度、充電してショ

ックするという流れになります。 
 
筆者コメント 

私が救命講習などで指導しているとおり

に説明してきましたが、いかがだったでし

ょうか？ 
現在の心肺蘇生法は一般市民に対し、簡単

で取り組みやすい内容になっているので、

救命講習受講者も簡単に抵抗なく心肺蘇生

法を覚えられるかと思います。 
私も救急救命士として、また、心肺蘇生法

を普及させる者として一人でも多くの方に

心肺蘇生法の重要性をわかりやすく伝えて

いけるように日々、努力していきたいと思

います。 
 
次回は「救急隊員の行う救命処置」です。 
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