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頼まれ事は試されごと 
 
頭のいい話なんて僕には出来ません。むしろそう開き直って仕事をしてきたものですから、月刊消

防の投稿依頼を頂いたときはほんとうに驚きました。「教育」というテーマを与えられたのですが、

まだ私は消防に入って、たかだか１０年の若造ですし、教育について語るというよりは、むしろ教

育されている立場です。私の所属する江津消防の中にも教育について語れる先輩は大勢いま

す。 
 
依頼を引き受けようか、断ろうかと携帯電話の発信画面を見て悩んでいるときです。 
ある言葉が私の頭の中によぎります。 
 
「頼まれごとは、試されごと。」 
 
この言葉は、私が尊敬している、先生の言葉です。 
頼まれた以上は何か役割があるのかもしれない。私にしか出来ないことがあるのかもしれない。

こんな若造の私に、なぜ西園先生は執筆の依頼をしたのだろう。もしかしたら、これを達成したと

き何か得るものがあるのかもしれない。そう考えた瞬間、私は発信しようとしていた携帯電話をそ

の場に置き、紙にペンを走らせていました。 

 
 

 

 

 



 

 
 

私は専門学校で資格を取得した救急救命士 
 
今までたくさんの方がこの月刊消防に執筆されている中で、一味違うところがあるとすれば、私は、

兵庫県にある神戸医療福祉専門学校三田校を卒業し、資格を取得した救急救命士であるという

ことです。救急救命士の資格を取得した後、消防に就職し働いています。多くの救急救命士は、

公的教育機関である、救急救命九州研修所や東京研修所で、在職中に資格を取得するのですが、

私のように、民間の専門学校や大学などの教育機関で２～３年勉強し、救急救命士の資格を取

得する職員もいます。 
 
皆さんの職場には、私のような民間の救急救命士養成機関を卒業した救急救命士はどの位いる

のでしょうか。今では、多くの消防で私のような救急救命士が増えており、決して珍しくもありませ

んが、私が就職した頃はまだその様な人間は少なく、異色の存在でした。そんな私も、現在の江

津邑智消防組合に民間養成校で資格を取得した救急救命士第１号として採用されたのです。で

すから、読者諸兄の皆様とは一味違う民間養成機関で資格を取得した救急救命士という立場か

ら、私にも何か語れることがあるのかもしれません。 

 

 

 
母校の神戸医療福祉専門学校三田校（兵庫県） 関西発の２年制で救急救命士を養成する。 

スチューデントラリーを開催し、卒業生をスタッフとして受け入れるなど卒後教育にも力を入れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
救急救命士をめざす学生にも発信 
 
私の担当月では、消防職員のみならず救急救命士の資格を取得するために、日夜勉強に励む学

生達へ向けても発信したいと思います。きっと民間養成校などで在学中の救急救命士の卵たちも、

学校を巣立って現場で活躍している卒業生のアドバイスを受けたいでしょう。また、私たちは現場

経験のないまま、単に救急救命士の資格を取得しただけで就職したわけですから、先輩方の救

急に対する考え、救急救命士のあり方、仕事をしながらの勉強方法などが気になるところです。こ

の月刊消防が、まだ消防に就職していない学生達にどこまで読まれているのかは分かりませんが、

そこは学校の先生方に任せるとして、私のこれまでの１０年を振り返りながら、さっそく先輩からの

アドバイスを参考させて頂いて、私の考える教育について話を進めていこうと思います。 

 
救急救命士の仕事力 
 
教育について原稿を書いていく中で、まず救急救命士に必要な力ってなんだろうと疑問に思いま

した。救急救命士は、その性質から迅速な判断力、傷病者や家族とのコミュニケーションまでさま

ざまな技術が必要だということは、私が救急隊として現場に出動するようになりすぐに実感しまし

た。また、非日常的である緊迫の現場で、冷静にそれらをこなしていくとなれば、もはやプロの領

域です。傷病者を処置するために、自分の手や体をすばやく動かしながら、同時進行で病態を推

測し、搬送病院を決定しなければならないのです。体だけではなく思考もフル回転します。私はこ

のバランス感覚が現場活動ですごく大事だと思っています。運動に意識が傾けば正しい判断が出

来なくなり、頭で考えてばっかりでいると、処置や搬送をする手が止まってしまうのです。このバラ

ンスが必要という意味ではきっと医師や看護師のような病院環境よりシビアでしょう。救急隊員は

運動（搬送）の要素が多いですからどうしても思考が停止してしまいがちなのです。 
あるスポーツ有名校では、冷静な判断力を構築するために「運動をしながら考える」練習をあえて

取り入れているとも聞きます。そんな、頭も体も活躍する賢明な救急隊の姿を市民が見ることで、

不安や恐怖が安心や信頼へとかわり、「消防士ってやっぱりすごい！」と評価されるのでしょう。ま

してや活動現場には危険があり、その活動の良し悪しで傷病者の生命が左右されてしまうのです。

中途半端な勉強や訓練では、決して達成出来ないゴールが、私たちの仕事の先にあるのだと思

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

学生の皆さん、新人救命士の皆さん。傷病者を救うために救急救命士に必要な力は何だと思い

ますか？傷病者や家族とのコミュニケーション力ですか？指導医などの医療スタッフとの人脈力

ですか？ 
救急救命士にとって必要な力とは何なのか気になりますよね。これから、どんな力があれば救急

救命士として「仕事力がある」と思うのか。その因子を見てみようと思います。救急救命士を対象

に、web アンケートを実施しましたので紹介します。 

 
何が重要か見極める「戦略力」 
 
全体の 48.9％が回答しているのが、「本当は何が必要か、そのためには何をすればいいかを的
確に判断できる戦略力」。次いで「傷病者家族、傷病者、隊長、上司、部下などの関係者と円滑に

ことを進めていく調整力」（37.2％）、「日ごろの情報共有がスムーズに出来るコミュニケーション
力」（36.3％）が並び、「非常に高度な知識、専門的なノウハウを持っている専門家としての力
（29.6％）、「設定した目標に向かってチャレンジする向上心」（27.2％）と続く結果となりました。 
興味深いのは、救急救命士個人として仕事をこなしてしまう優秀さや専門性を押さえ、現場の全

体を見通して何が必要かを見極める「戦略力」が 1位となっていることです。また、「コミュニケーシ
ョン力」や「向上心」のスコアもかなり高い。単に個人としての実力があるのではなく、全体を見通

し、救急隊員のみならず傷病者の家族や関係者など、周囲を巻き込んで、その中で本当に必要な

ことが何かを判断できる力を持っている人を「力のある救急救命士」ととらえているようです。 

 
一方、「言われた／与えられた仕事を着実にこなしていく堅実性」（7.9％）や、「ひとつのことを突き

詰めて完成度を上げていく職人性』はほとんど評価されていません。何ごとも「道」として突き詰め

る求道精神こそが「もの作り」大国の日本を支えてきた。という説を聞くのですが、この結果を見る

限り、必ずしもそういった受け止め方は一般的ではないようです。多くの消防本部では、たくさんの

仕事を兼務しています。少ない職員の中では救急救命士としての役割を果たしつつ、他の予防業

務や消防業務といった様々な仕事を進めていかなければならないという現状があります。救急現

場のみならず、デスクワークでも今私がしなければならない業務どれなのかを見極めなければな

らない。求道精神より、戦略力――どうやら、これが、救急救命士における「できる人間像」のよう

なのです。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
救急救命士を成長させるきっかけはなにか 
 
戦略力や調整力が必要な救急救命士。どうすればこの力を身につけることが出来るのだろうと私

は考えました。救急救命士として日々成長する中で、そのきっかけとなるポイントは何だろう。私は、

自分の過去を振り返ってみることにしました。 
 
私の成長にはある共通点があります。私を成長させるきっかけとなったのは、いわゆる JPTEC な

どに代表される自費参加型の研修会であると思います。しかしよく考えると、単に研修会の参加で

成長しているのではないのだと気づきました。確かにJPTECなどのセミナーによって、知識を深め

ることができ、指導者としてのスキルを磨くことは出来るのですが、それは私の成長の一部でしか

ありません。 
 
私を成長させてくれるもの。それは研修会での「出会い」です。この出会いが私を成長させてくれ

たと説明した方が妙に納得できるのです。 
 
誰でも勤務外はのんびりしたいものです。家に帰れば家庭があり、学校行事があり、家族サービ

スもしなければなりません。大好きな趣味だってあります。そんな中、休みを利用して、かつ自費

で参加費を払い、家族を犠牲にして参加する方たちと、そういった研修会で出会うことになります。

そういう人はまず普通の人ではありません。いえ、表現がおかしいですね。多くの人にとっては普

通ではありませんが、彼らにとってはそれが普通なのです。 
 
「普通でない人」と出会ったとき、道は二つあると思います。一つは、あの人はこういう人だと割り

切って、我が道を行く。もう一つは、何故あの人はこうなのかと理解しようとすることです。私は過

去を振り返るといつも後者を選んでいます。悔しいという思いもありますし、どうしてそんな考え方

ができるのか焦ってしまうからです。ですから、その「普通でない人」が考えていることを理解する

ために研修会に参加して勉強をしたり、極力、その人の近くに居るようにします。すると自分の普

通がちょっと変わります。 
 
自分の普通が変わる。これは成長が実感できる現象だと思います。普通でない人と接することで

今までの自分では理解できなかったことが、理解できるようになる。自分のものさしが少し長くなっ

たような気がする。私はこうやって成長させて頂いている気がします。これからも成長を続けていく

ために、自分の物差しではかれない、普通でない人との出会いを大切にしていきたいと思ってい

ます。 
 
それでは、先輩救急救命士の皆さんは、どんな出来事が自分を成長させるきっかけになっている

のでしょうか。これを知ることで皆さんの成長の一助になっていただければ嬉しいです。 

 
 

 

 

 

 

 



成長するきっかけ、それは「言葉」と「失敗経験」 
 
自分が成長するきっかけとなった経験で一番高いのは、「職場での同僚や先輩からのアドバイス」

（38％）、まず、現場でのコトバが来る。2 位が「業務上の失敗体験」（35.3％）。その次に「部下を管

理、指導した経験」（29.7％）「読書や自費参加セミナー」（24％）、と自らの体験が続きました。 

優勢に思われたいわゆる off-the-job の「読書や自費参加セミナー等」や、同僚や先輩からの言

葉は、自らの失敗体験に比べ、寄与率が低い。現場を離れた自費参加セミナーは、成長するもの

として重要ですが、決して成長の主役とはならないようです。 
 
まず必要なのは、上司や先輩、同僚などからの具体的なアドバイス、つまり「コトバ」でした。ただ

仕事をさせる。背中を見せ、後は盗ませる。それだけで人が育つわけではないと思います。現場

に共にいる誰かからのコトバ。それがあってこそ、はじめて人は仕事力を身に付けるのだと、この

アンケート結果が教えてくれます。 
職場における対話。現場での問答。経験は重要ですが、さらに重要なのは、経験の場での一言で

ある。コトバにしなければ、あるいはコトバにならなければ、成長にはつながらないのですね。 
 
そして失敗体験で私たちは大きく成長します。そもそも失敗は決して悪ではありません。もちろん、

反省もせず同じミスを繰り返すことは避ける必要がありますが、より傷病者の要望により高い次元

で答えようとすれば、ミスをする確率は高まります。しかしその失敗を生かすことができれば、大き

な収穫を得ることが出来ます。失敗を乗り越えることによって私たちは成長することが出来るのだ

と思います。ですから若い救急救命士には失敗を恐れて欲しくありません。失敗を恐れず挑戦す

る。失敗したら、その原因やその回避方法を必死になって考える。そして、何度も挑戦するので

す。 

「失敗を恐れずに思い切って体当たりしてみろよ！」「心配なことはなんでも相談してこい！」 

 

私はこのアンケート結果を通じて、先輩方がそのように語りかけて下さっているように思えてなら

ないのです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
どのように知識や技術を維持、向上させるのか 
 
せっかく成長したのに、月日が経つにつれて、減衰していくというのは寂しい話です。救急救命士

の資格を取得した時点を１００点とすると、今皆さんはどのあたりの数値ですか？特に私のような、

民間養成校を卒業した救急救命士にこの悩みが多いと感じます。救急救命士は最大のパフォー

マンスを常に求められます。生命を預かっている以上ミスは許されません。長年救急救命士として

活躍しておられる先輩方は、多少知識や技術が衰えたとしても、その豊富な現場経験からフォロ

ーできるのでしょうが、民間養成校を卒業した救急救命士達に現場経験はありません。大きな消

防本部では先輩救命士が常に同乗し、教育を受けながら活動する事が出来ます。しかし、ほとん

どの消防では数ヶ月の間、先輩救命士との同乗実習を終了すれば、独り立ちをすることになりま

す。救急隊唯一の救急救命士として現場に出動することも多いとよく耳にします。そのプレッシャ

ーは計り知れません。そのプレッシャーに耐えきれず、消防を辞めたいという相談に乗ったことも

あるくらいです。 
 

先ほども触れましたが、いざ救急救命士として働き始めると、消防水利の暗記であったり、予防業

務や危険物業務などと救急ばかり勉強している訳にはいかない状況になってきます。どの勉強も

一朝一夕では出来ない分野なのですから、私自身、「一体何から手を付けたらいいのだろう。」と、

とても混乱しました。そんな中で、私たちは救急救命士として知識や技術の維持向上をしていかな

ければならないのです。 

 
先輩の皆さんはどのようにして勉強し、自分の力を高めているのでしょうか。そのコツがわかれば、

きっと参考になることでしょう。私が実践していることを含めながら紹介します。 
 



教える事は学ぶ事 
 
自分を高める方法として、一番意見が多かったのは、「教えること」でした。続いて、「救急出動後

に隊員間でディスカッション」をする。そして「症例検討会に参加する」が３位にランクインしました。

教える事は学ぶこととよく言います。インプットしたことを誰かにアウトプットすることによって、その

自ら発したアウトプットの声が自分の耳に入り再インプットできるという循環が生じます。ですから

２度学ぶことができるということです。 

 

自分も効率よく学べますし、さらに相手にも伝える事が出来るという一石二鳥のこの「教える」とい

うスキルは、多くの救急救命士にとって重要のようです。私の印象ですが、救急法の講師を担当し

ている職員をみても、JPTEC のインストラクターをみても、皆楽しそうです。自信を持って大きな声

で話してイキイキしています。こういう先輩の姿をみると、「教えること」は楽しいことなんだなあ。楽

しい思いをしながら勉強できるなら自分もやってみようかなあとつい思ってしまいます。 

 

教えるって難しいし、そんな教える立場にないよと思うかもしれません。しかし決してそのようなこ

とはありません。自分の得意な分野を教えてみればよいのです。 
 
私は良く、勤務中にそれぞれ時間を与え、自分の知っていること、最近勉強したことなどを皆の前

でアウトプットする時間を持つようにしています。ホワイトボードを使って説明したり、配布資料を準

備したり、そのあたりは発表者の自由です。現場経験は関係ありません。１年目の職員もアウトプ

ットさせます。始めはとても不安そうで発表の声も小さいのですが、みるみる胸を張って、熱く語っ

てくれるようになるので心配はいりません。 

 
約３ヶ月間で積み上げた 108 個のアウトプット記録。熱性痙攣や防火管理など、項目は救急に関わらず多岐にわ

たる。年齢関係なく、誰もが教師役になります。 

 

 

 

 

印象に残っているのは、在職２年目の職員が、今日は「雪崩災害」について説明しますと言ってく

れた時のことです。予定時間はどのくらい？と訪ねると、彼は１０分位で終わる予定です。と自信

なさそうに答えました。しかしいざ始まってみると、１０分を経過・・・３０分経過・・・どこまでしゃべる

んだ？トイレ休憩くらい入れてくれよ。と思いながら、結局彼は、ノンストップで９０分も雪崩災害に

ついて力説してくれました。私が９０分講義するのとは訳が違います。２０歳そこそこの新人消防

士が、先輩を前にして９０分も力説するなんて皆さんには想像できるでしょうか。 

 

終了後、彼は最初の不安そうな表情とは一転、見違えるような自信に満ちあふれていました（私た

ちの方がダウンしていましたが。）講義を進めながら、教えるという楽しさがだんだんと分かってき

たのでしょうね。彼自信も、９０分話していたことにとても驚いていたので印象に残っています。 



 

 
雪崩について力説してくれた、在職２年目の山藤貴史消防士。「教えるって楽しいです。」 

 

 

 
自分から出すということ 
 
「出入り口の法則」この言葉をご存知ですか？私が学生時代に助産師の先生から教えていただい

た言葉です。すべての物事は「出す」にはじまり「入る」で終わるという意味です。本当に勉強した

いのであれば、人から知識をもらうのではなく、まずは周囲の人を勉強させてあげることから始め

る。知識を入れるのを先にするのではなく、出すことから始める。だから「出入り口」です。知識を

いれることが先だと、「入り出口」になってしまいます。 
 
さらに先生がこんな質問をされたことを思い出しました。 
「私たち人間は、吸気からはじまりますか？それとも呼気からはじまりますか？」 
 
酸素を体内にいち早く取り入れるために、吸気が先と答えた学生がほとんどであったと記憶してい

ます。しかしほんとうは呼気であるとその助産師さんは教えてくれました。赤ちゃんが生まれるとき、

オギャー！と産声をあげます。そのときは息を出して産まれてきます。そして臨終のとき、私たち

は、「息を引きとる」といいます。つまり息を入れてなくなるのです。まさに出入り口の法則です。呼

吸という漢字も「呼」が先で「吸」が後ですね。息を出してから吸います。「吸呼」とはなりません。こ

う教えられると、出口が先で入り口が後、これは物事の道理なんだと感じてしまいます。 
 
成長するきっかけもコトバ、自分を高めるコツもコトバの力なんですね。若い救急救命士の皆さん

にも積極的にこの「教える」「ディッスカッションする」ということに参加してみるということをお勧めし

ます。多くの先輩方がこのようにおっしゃっているのですから、知識や技術を高めるために一歩踏



み出してみましょう。そして勉強をする際に、何かを得たいと思うのであれば、まずは自分から出し

てみるといいと思いますよ。 

 

 
 

徹底的にパクる（TTP）で成長する 
 
このアンケートで、ランク外となりましたが、真似るというポイントも私は重要だと考えています。 
０から１を生み出す。これは大変ですね。従来みられなかった新規な物や方法を考え出すことであ

ると思います。世間的に発明と呼ばれています。まったく新しい事を発見するのは至難の業です

が、１から１０に、１０から１００であれば誰にでもできると思います。 

 

「徹底的にパクる（TTP）」は出会いの中から私が教えて頂いた言葉で、特に印象に残っているも

のです。しかも三段活用になっていて、まず TTP：頭文字をとって「徹底的にパクる」です。そして

TKP「ちょっと変えてパクる」そして最終的には、OKP「思いっきり変えてパクる」だそうです。最終形

の思いっきり変えてパクるまで到達すれば、もはやパクりではなく自分のオリジナルであるという

法則です。 
 
消防にも同じような教育方法がありますよね。多くは語らず、自分からは何も教えない。ただ盗む

チャンスはたくさんある。後輩はその先輩の技を見て、盗んで成長してくものであるという教育です。

しかし、同じ事をただマネするだけでは、成長はありません。すこしアレンジを加えてみる。ここで

は、以前私が、救急講習会で先輩の指導する姿を見て TTP をした例で説明しましょう。 
 
講習会も終盤にかかり、最終的なまとめに入っている段階でした。心肺蘇生法の実技確認のため、

心肺蘇生法普及用のDVDを受講生に見せながら先輩が説明をしていました。当初はTTPで先輩

のマネをして何度も繰り返していたのですが、もっといい方法があるのではないかと思い、先輩の

手法をちょっと変えて、普及用 DVD ではなく受講生の画像を講習中に撮影して、講習の最後にス

ライドにして解説するという方法をとりました。受講生自身の画像ですから、受講生皆さんが驚くと

ともに、柔らかな雰囲気で説明を聞いてもらえます。ここまででは DVD から、受講生の画像になっ

ただけなので TKP です。 
 
そして思いっきり変えてみる OKP です。受講生の写真をやめて動画にしました。まだぎこちない習

い始めの動画と、上達した動画を比較します。さらに受講生に動画をもとにディスカッションさせま

す。講習会の終盤で行いますので無駄な緊張はその場にはありません。積極的に手を挙げ、胸

骨圧迫の肘が曲がっているとか、気道確保が上手いなど、指導者顔負けの指摘をどんどんしてく

れるようになります。ここまでくると先輩をマネしているとは言えません。完全にオリジナルとなり、

講習の成果が上がっているのが分かると思います。 
 
これが TTP です。とにかく最初はマネをすることから始めます。そして少しアレンジし、最終的に思

い切って変えてみる。そうすることで今まで見えてこなかったことがどんどん見えてきます。私はこ

の TTP が人を大きく成長させてくれると感じています。 



 
 

譲れない想い 
 
ここまで、先輩の意見を聞きながら、教育のコツについて書いてきました。先輩の救急救命士に対

する熱い想いを聞いているなかで、私自身はなぜ救急救命士になったのだろうと考えました。そし

て自分にとって救急救命士とはなんだろうと考えました。 

 

ある先輩は、救急救命士になったきっかけを「現場のはがゆい出来事から」と話してくれました。ま

た「職場命令だから」と話してくれた先輩もいました。 

 

ある先輩は救急救命士を「誇り、天職」と言いました。またある先輩は、「住民のよりどころ」と自信

を持って話してくれました。 

 

皆さん、体の中心にひとつの想いを据えながら日々活動しているのが伝わってきました。誰もあま

り口にはしませんが、決して人には「譲れない何か」を持っていました。 

 
私が救急救命士になったのは４歳の頃から喘息を煩っていたことに起因します。アレルギーがあ

ったり、不整脈があったりで、入退院を多く繰り返しました。 
小学校の体育の授業も、喘息発作が起きれば保健室でみんなの様子を外から眺めるだけでした。

なにより私はそれが非常に苦痛でした。 
喘息の苦しみよりも、学校の先生に心配され、家族に迷惑をかけ、保健室からただ体育の授業を

眺めているだけの方がよっぽどつらかった。 
だから私は喘息発作を隠しました。「ヒューヒュー」と特有の呼吸が出てきて、喘息発作の前兆が

現れると、先生にバレないようにすぐにトイレに行き、喘鳴が治まるのを隠れて待ちました。 
先生に、「最近、喘息大丈夫？」と聞かれると、間髪入れずに平気な顔をして「もう治ったよ。」と嘘

をつきました。 
 
でも本当は、助けてほしかった。苦しいのに気づいて欲しかった。 
誰か気づいてよ！僕、苦しいよ！助けてよ！もう走れないよ！ 
先生。僕はトイレにいるよ。見つけてくれるのを待っているよ。 
 
わたしはこの幼少の経験が今につながっています。私の救急救命士としての根源はここにありま

す。そして私の目標でもあります。 
苦しくて、こちらに手を差し伸ばしていれば、誰でも助けます。でも手を差し伸ばしていなければ誰

も気づくことは出来ません。 
そこを気づける救急救命士に私はなりたい。 
私の真ん中に、ひとつ据えるものがあるとすれば、それはこの「志」だと思います。 
「志」があれば人は強く生きていけることが出来ます。スキルをいくら身につけたところで、「志」が

なければ単なる要領のいい生き方、働き方ができるようになるだけだと思っています。 
それでは、「志」をもつ人の熱さや思いには絶対に敵うことはないのです。 

皆さんの「志」はなんですか？譲れない想いはなんですか？ 
 



 
思いやりの心を、私たち大人も忘れてはいけません。 

 

 
これから活躍する皆さんへ 

 
最後に、私からのメッセージです。 

 

熱い「志」を持った人との出会いを大切にして下さい。 
 

こうして私が月刊消防を書いているのは、監修の玉川先生のおかげです。玉川先生には、シリー

ズ構成の東亜大学の西園先生に紹介していただきました。その西園先生との出会いは、山口県

のJPTEC コースで同じブースになったことがきっかけです。私がJPTEC中国四国の役員をしてい

るものですから、何名か執筆者を紹介して欲しいと依頼されたのです。山口県のコースには、同じ

山口県の長岡さんのおかげで参加することが出来ました。長岡さんに出会えたのは、島根県の浦

田さんに、長岡さんを紹介して頂いたからです。浦田さんは、同じ MC の救急救命士ですが、これ

もまた off-the-job で出会いました。私が off-the-job に参加するようになったのは、私の上司であ

る川由さんのおかげです。これからの時代に必ず必要だからと、引っ張ってくれたのです。その川

由さんとは、まだ私が民間救急救命士養成校の時代に、大阪で開催された全国救急隊員シンポ

ジウムで初めて出会いました。そのシンポジウムに参加することになったのは、当時私たちの学

校の担任であった石飛さんのおかげです。 

 

どの出会いがなくても、この月刊消防に私が執筆するということは実現しなかったわけです。ほん

とうにこのすばらしい出会いに感謝です。 

 

快くアンケートにご協力頂きました皆さんにも本当にありがとうございました。おかげさまで私に与

えられた役割を一つクリアすることができました。「頼まれ事は、試され事」ですね。やってみるもん

ですね。なんとかなるもんですね。 
 
最後に、これからの時代を担う若い救急救命士、救急救命士を夢みて日夜勉強に励む学生たち

へむけて、先輩方から熱いメッセージを頂きましたので、紹介して私の項を終わりたいと思いま

す。 
このメッセージが、救急救命士をさらに飛躍させるものであることを願います。ありがとうございま

した。 

               （イラスト 佐々木美穂） 



 


