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〔第4４回〕搬 送 用 資 機 材

　　　　　　　　　　　　　　　　　網 谷  早 翔　

今さら聞けない資機材の使い方

　（留萌消防組合留萌消防署）

１　は じ め に

　「今さら聞けない資機材の使い方」シリーズ第44回「搬
送用資機材」について執筆させていただくことになりま
した、留萌消防組合消防本部・網谷早翔と申します。
　今回は資機材のメリットとデメリットについて、また使
用方法や選定に際してのポイントを考えていきたいと思い
ます。本シリーズの「使い方」という観点からは少し内容
が飛躍してしまいますがご容赦ください。

２　救急隊としての「搬送」

　我々消防吏員が救急隊として出動し活動していく中で、
近年では救急救命処置の範囲拡大が行われ、救急隊が傷病
者に対して施せる処置は増加しています。もちろんこれは
傷病者にとって有益とされる行為を救急隊が判断して行う
ものであり、傷病者の予後や回復展望を左右するものとい
って良いでしょう。

　ここで今一度原点に立ち返って考えてみたいのは、「搬
送 」という行為は救急隊の活動そのものであるものの、
これに使用するデバイスは選択肢が多く、現場や傷病者の
状況に応じて最良の選択をしなければならないという点で
す。さらには「搬送」という活動において資機材の進歩は
あるものの、一昔前と比較しても行為自体に大きな変化は
ないということが言えます。これは搬送という行為が「傷
病者を搬送用資機材に乗せて運ぶ」という単純明快な行為
であるからにほかなりませんが、単純であるがゆえに使用
する資機材の「正しい選定」が大きなウエイトを占めると
いえます。
　今回はこの搬送という活動に使用される資機材にスポッ
トをあて、それぞれの利点・欠点について考え、選択時の
ポイントについて整理してみたいと思います。

3　搬送に使用される主な資機材

　以下の表に救急活動時に使用される搬送資機材を示します。

（名　称） （特徴など） （使用する主な状況）

サブストレッチャー
（メインストレッチャー）

いわゆる「担架」であり、トランスポーターとの脱着が可能。
走行性と安定性が高く、長距離搬送時の隊員への負担軽減になる。
座位搬送やショック体位での搬送に単独で対応できる。

メインストレッチャーが傷病者付近まで接近できる場所。
座位搬送やショック体位を選択する場合。

スクープストレッチャー

正中線を境に二つに割れる構造。
傷病者の下側に滑り込ませることで最低限の体動で収容可能であり、院内
ベッドへ移動の際にも二つに割って使用することで動揺を少なくできる。
長さ調節が可能なため、様々な身長の傷病者に対応できる。

体動困難または体動による身体への侵襲が予測される傷
病者（脊髄損傷等）の場合。

布担架
レスキューシート

柔軟な生地でできているため、搬送中に傷病者の体位変換が可能。
隊員の保持できる持ち手が多く、様々な搬送経路に対応できる。

比較的近距離の搬送。住宅内などの狭隘な搬送経路（廊
下、階段）を通過する場合。

バックボード
一枚板の形状で、任意の箇所にベルトを設定して使用する。
ヘッドイモビライザーとベルトによる固定をすることで、脊柱軸の動揺を防ぐ。
傷病者の両腕を拘束しない。

脊髄損傷の疑われる傷病者の場合。

バスケットストレッチャー
傷病者を収容するための深さがある設計で、バックボードごと収容することが
可能。
容量が大きく、傷病者のパッキング等を併用し救助現場で使用される。

救助資機材として使用し、救助を伴う場合。
雪上や山岳地での搬送を行う場合。

　表１　主な搬送用資機材
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⑴　サブストレッチャー（メインストレッチャー）

　救急車内への収容に際し、最もポピュラーな資機材とい
えるでしょう。上部のサブストレッチャーは臀部と膝部で
それぞれ屈曲することができ、これによって救急車内で
の体位管理をこの資機材単独で行うことができます（写真

１、写真２）。

　さらには下部のトランスポーターと併せて使用すること
で、隊員に負担をかけずに長距離の搬送が可能になります

（写真３）が、屋外の整地されていない地盤では走行性が悪

く、傷病者へかなりの振動が伝わります（写真４、写真５）。

⑵　スクープストレッチャー

　傷病者の左右に割れる構造となっており、傷病者の体動
を最低限で収容できます。収容時だけでなく、搬送後のベ
ッド移動時にも傷病者を持ち上げる動作をせずに移動を完
了させることができます。
　身長に合わせて長さ調節が可能で、短く使用すれば多少

写真１　座位搬送の例　座位を希望する傷病者は比較的多い

写真２　足部側高位の例　ショック体位への変形も考慮します

写真３　平地での搬送能力には大変優れていますが

写真４　砂利道では車輪か機能せす、傷病者に不快な　振動
を与えることになります

写真５　メインストレッチャーこと徒手で搬送するのは隊員
にとってかなり負担となり、搬送中の事故発生につながりか
ねません　

写真６　スクープストレッチャー分割時
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く、軽量で柔軟なため使い勝手が良い資機材です。傷病者
の体位変化を行いながら搬送する（写真10）ことで狭隘な
搬送経路などでは非常に有用です。
　担架として「固定」する能力は他に比較すると弱く、傷
病者には若干の揺れや波打つような感覚があります。ま
た、持ち手が多いことで隊員の位置を変えられるのは利点
ですが、持ち手が柔らかいため長距離の搬送では隊員の負
担が大きくなります（写真11）。

⑷　バックボード

　外傷対応を主眼にした板型の担架で、本体、ヘッドイモ
ビライザー、ベルトで構成されています。脊柱軸の安定を
目的に作られており、傷病者とボード、ベルトの間に隙間
が少ないため体動の抑制効果は高くなりますが、逆に拘束
性を感じたり、ベルトの位置が不適切な固定を行うと痛み
を伴ったり呼吸抑制になる可能性もあります（写真８）。
　平坦な形状のため傷病者の下に滑り込ませるのが容易
で、事故車輌からの救助活動時にも有用です（写真９）。

⑸　バスケットストレッチャー

　主に救助活動時に使用され、舟形担架とも呼ばれます。
傷病者を収容後は引き摺りによる搬送も可能で、雪上や山

の狭隘な箇所の搬送にも対応可能です。
　収容の際には傷病者の背部の挟み込み（写真６、写真７）

に注意しなければなりません。また、接続部を確実にロッ
ク（写真８）しなければ搬送時の事故につながる可能性が
あります（写真９）。

⑶　布担架・レスキューシート

　一般的に車内のストレッチャー上で使用する頻度が高

写真７　傷病者の背中や頭部、毛髪か挟まりやすい形状であ
ることに注意します

写真８　フックになった部分をはずすだけで外れます

写真９　不完全な接続状況　ここに、もし傷病者を乗せて搬
送したら……

写真10　傷病者を屈曲させ、狭い箇所を通過する

写真11　長い距離・時間を搬送するとかなり手が痛みます
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岳地、悪路上での搬送に適しています。
　他の搬送用資機材に比べ一回り大きく、バックボードご
と傷病者を収容できる容量と深さがあります。厳寒地でパ
ッキングした傷病者を収容する際にも使用できます（写真

10）。

　代表的な搬送用資機材を例示しましたが、それぞれに特

徴をもっていることがわかります。また、特徴は利点でも
ありますが、得てしてそれは時に欠点にもなり得るという
ことを理解しなければなりません。
　例えば住宅の２階から傷病者を搬送してくる時に、サブ
ストレッチャーが通れない（特に曲がれない）幅員の階段
や廊下は珍しくありませんし、布担架で長距離の搬送を行
うのは傷病者の体勢維持や隊員への負担から考えてもベス
トな選択とは言い難いでしょう。

４　搬送用資機材選定のポイント

　では、数あるデバイスの中から傷病者にとって最良のも
のを選択し使用するためには、どのようなポイントをおさ
えておくべきなのでしょうか。
　出動の都度、救急隊が活動するフィールドは違います
し、時間によっても環境はもちろん、傷病者の容態は刻一
刻と変化します。
　今回は搬送用資機材選択時における「傷病者の状況」
「現場の状況」「その他の考慮すべき事項」の３点にわけ
て考えてみます。

⑴　傷病者の状況

　まずは傷病者の病態に応じたデバイス選択を考えます。
ここでは病態による「体位（体勢）管理」についての配慮
が必要となります。
　救急搬送に際しては仰臥位搬送がスタンダードではあり
ますが、基本は傷病者に負担や痛み、侵襲のない体位での
収容と搬送が望まれます。サブストレッチャーのように変
形して使用するもの、または傷病者と搬送用資機材との間
にもう１つアイテムを加えた方が、より傷病者への負担が
軽減される場合もあります（写真15、写真16）。
　前記の表にも記載のとおり、体動困難な傷病者に対して

写真13　車外救出。上半身をボート上に載せ、そのまま固
定位置まてスライドさせます

写真14　保温用シートを併用したハッキンクの例
深い形状の中に傷病者かスッポリ入るようになっています

写真15　背面に毛布を挟むことで座位への変換よりも微妙
な体位の調整かできます

写真12　胸郭の半周以上かベルト固定されるため、呼吸抑
制にならないよう注意します

フォント換え資機材第44回_A.indd   4 2016/10/08   15:43:46



5 5’16.12 ’16.12

今さら聞けない資機材の使い方�

⑵　現場の状況

　救急車内に収容するまでの救急車～現場間の搬送経路や
傷病者周辺の状況、主に「空間」について考慮します。
　一つ目は距離的な問題です。前項でも述べているどお
り、長距離搬送に適しているものとしては、メインストレ
ッチャーが第一選択となるでしょう。他の資機材は基本的
に隊員２名～３名以上で徒手搬送するものであるため、搬
送距離と隊員への負担は比例関係になってしまいます。
　二つ目は通過する空間です。搬送用資機材が通過、旋回
する幅員を考慮し、極めて狭隘な空間では布担架やレスキ
ューシートの活用が考えられます。搬送用資機材を持って
傷病者付近まで至る際、① 実際に搬送する経路を、② 搬
送する時の形で、通過するようにしておくと、搬送時に通
過困難になることは避けられます（写真19、写真20）。

⑶　その他の考慮すべき事項

　実際に救急活動で我々が搬送していく中で、置き去りに
なりがちなのが「傷病者の目線」です。
　搬送という行為自体、体を拘束されたり担架に横になっ
た状態で運ばれるものであるため、搬送する側とされる側
では視界や目線、感じる動揺も大きくことなります。屈強

は、スクープストレッチャーでの収容や、場合によっては
ログロールやフラットリフト（写真17）などに代表される
手技的な選択、またはもとから傷病者の下にあるシーツや
布団を活用する手段（写真18）も考慮すべきでしょう。
　「現場到着時の体位」から「搬送用資機材へ収容」する
までが、傷病者にとって一番体動のある時間であり、搬送
という活動において傷病者に最も侵襲を及ぼす危険性の高
い瞬間であることを忘れてはいけません。

写真16　関節痛を訴える傷病者には、屈曲箇所へ毛布など
をあてがいます。腰痛を訴える場合にも痛み軽減になります

写真17　傷病者の病態に応した収容方法を選択します

写真18　接触時の体位から搬送用資機材への移動時が最も
体動か生じやすい部分です

写真19　進入時は退出時の形て搬送経路を進みます

写真20　担架を立てて運ぶと、退出時に幅が足りずに通れ
ない……という事態になりかねません

フォント換え資機材第44回_A.indd   5 2016/10/08   15:43:48



6 6’16.12 ’16.12

今さら聞けない資機材の使い方�

めているものもまた処置を含めた的確な搬送であることも
事実です。
　減点法であるがゆえに、搬送という行為は活動の振り返
り時の評価がしにくいものです。しかし、それはまた救急
隊が満点の搬送を常に考え、選択すべきであるという絶対
的な正解のない問いであるということを踏まえ、傷病者に
とって最良の活動を心掛けましょう。

著者

名前：網
あ み や

谷 早
は や と

翔
所属：留萌消防組合留萌消防署
　　　予防課予防係
階級：消防士長
消防士拝命：平成18年４月１日
救急科修了：平成21年８月７日
趣味：野球、ロードバイク、料理

な消防人として腕力にものをいわせて搬送できることは、
一見何とも頼りがいのあるたくましい姿ではありますが、
傷病者にお御輿で担がれているようなかのような動揺を与
え、意地になって担架を掴む隊員の手が震えていては、傷
病者は「搬送＝恐怖」と感じてしまいかねません。消防活
動の３大原則である「安全」「確実」「迅速」に基づいて、
安全かつ安静な搬送方法を選択するよう心掛けましょう。
　また、救急隊のみで搬送を行うことが困難な事案も考え
られるため、支援隊の要請も念頭においておくべきです。
例えば、脊髄損傷の傷病者を狭隘な上階から階段を使って
布担架で搬送するのであれば、救助隊を要請して他の搬送
方法を行うことが傷病者の予後にとって最善と言えます
し、傷病者の体格によっては人的支援が必要な場面も珍し
いことではありません。

５　まとめ

　救急隊の行う「搬送」は、救急救命処置のように傷病者
に有益な結果を積極的に行う行為というよりは、いかに傷
病者に侵襲なく、かつ迅速に移動するかという減点法のよ
うな行為です。しかし、傷病者が我々救急隊と接している
時間のほとんどはこの「搬送」の時間であり、傷病者が求

【内容現在　平成28年３月１日】

Ａ５判　784頁　定価（本体2,130円＋税）　送料324円

消防用設備等の着工届や消防検査をする予防担当者の日
常業務の中で必要な、規格省令・告示を登載。
今回は、「特定駐車場用泡消火設備」及び「入居者等の避
難に要する時間の算定方法」等を新規掲載。「特定小規模
施設の防火安全性能を有する設備等」、「火災通報装置の
基礎」等の改正を網羅した最新版！
年次別索引を付け利用の便を図った「消防関係法規集」の姉妹書。 

近代消防社　〒105－0001 東京都港区虎ノ門２丁目９番16号（日本消防会館内）ＴＥＬ 03（3593）1401 ＦＡＸ 03（3593）1420 

消防用設備関係
省令・告示集

５ 

訂
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