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　〜 ｢１１９番消防です。火事ですか？救急ですか？｣ 〜

　助けを求めている市民の声を最初に聞きます！市民と消
防のファーストコンタクトとなる役割が現在の私の仕事で
す。
　シリーズ第10回「心肺停止症例」を担当いたします、釧
路市消防本部通信指令課星野香織です。私は救急救命士で
あり、一昨年まで救急隊員として救急現場に出動していま
したが、現在は通信指令課に勤務し、１１９番通報を受け
消防隊、救急隊に指令を出しています。よって、ベテラン
救急隊員とフレッシュ通信指令員の２つの目線でこの１年
間、勤務して参りました。
　「傷病者のために私たちは何ができるのできるのか？」
救急に携わる消防職員の永遠のテーマだと思います。
　通信指令員も例外ではなく、１１９番入電から救命活動
は始まっているのです。
　しかし、救急隊員との違いは常に、全市民が相手だとい
うことです。年間約15,000件の１１９番入電、そして緊迫
した状況の通報者からいかに効率よく情報を聴取するか、
また、効果的な部隊運用のためにはどうすれば良いか。根
幹は「傷病者のために?」ですが、考えることがいっぱい
です。
　昨年、通信指令課に異動した私の体験を元に、皆さんへ

「傷病者とコミュニケーション　心肺停止症例（通信指令
員）」を私の考えを交えてお伝えしていきたいと思います。

　119番通報を受けるとまず、救急車を向かわせるに当た
り最小限必要な情報
　・住所

　・氏名

　・年齢

　・性別

　を聞きます。
　その後、どうして救急車が必要なのか？を聴取します。
「どうしましたか？」
　この問いのとおり、聞き取りをする上で通信指令員とい
うのはある意味、聞き上手のスタンスに徹しなければなり
ません。まずは聞きます！それから、聞き出したいことを
広げ導くように状況を聴取します。
　次に聞いた通報者の言葉や様子から、傷病者の容態を敏
感に感じ取ることが大切です（写真２）。

　今回のテーマは、「心肺停止症例」	ですので、テーマに
従いお話します。
　心肺停止傷病者の１１９通報となりますと、「急に倒れ
て、意識、呼吸がありません」がイメージされるオーソド
ックスな通報内容だと思います。

傷病者とのコミュニケーション

〔第10回〕「心肺停止症例（通信指令員）」

講師 星野　香織 （釧路市消防本部
　通信指令課）

は じ め に１.

写真１　119番対応時の様子

ファーストコンタクト２.

心肺停止症例３.

写真２　緊迫した状況の通報者と傷病者
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　しかし、実際に１１９番通報を受けているとそういった
通報は滅多にありません。救急隊として現場に行っていた
ときは、「心肺停止症例で通報者は、どのように状況を説
明しているのか？ＣＰＡのときは、どういう通報内容なん
だろう？一般の人でもＣＰＡだってわかるのかな〜」と疑
問に思っていました（図１）。

　ガイドライン2010の救命の連鎖でも、早期認識＆１１９
通報が重要な役割を担うと説明しており、私もそのように
理解しています。
　救命率を上げるためには、ファーストコンタクトする通
信指令員が心肺停止を早期認識し、通報者に認知させれば、
早く口頭指導ができて、早く心肺蘇生法を実施してもらう
ことができる?はず……
　もっと効果的な情報を救急隊に伝達できれば、傷病者
が心肺停止になる前に病院に収容できる?はず……と思い、
通信指令員全員が研修できるように過去のデータを整理し
てみました。
　病気などによる心肺停止症例の通報時の状況は大きく２
種類に分かれます（図２）。
①　通報時に心肺停止であるもの
　　　「これは心肺停止症例かも！」
②　通報中から通報後の救急隊が現場に着くまでの間に心

肺停止になったもの、又は心肺停止になる可能性が高い
もの

　　　「これから心肺停止になるかも！」

　〜「これは心肺停止症例かも！」〜
　心肺停止を疑うキーワードには、意識障害・痙攣・異物
による窒息を疑わせるものがあります（表１）。

心肺停止のキーワード４.

図１　心肺停止症例のうち発症から通報までの時間

図２　初診時傷病程度の違い

図３　心肺停止症例における救急事故種別について

表１　心肺停止のキーワード表

	 倒れた

	 応がなくなった

	 意識消失

	 ぐったりしている

	 まばたきしない

	 痙攣している

	 ひきつけ

	 全身を硬直

	 物を詰まらせた

	 食事中、急に

	 むせて意識悪化

	 嘔吐し意識悪化

	 胸苦

	 胸痛

	 心窩部（みぞおち、胃）痛、苦

	 呼吸苦

	 喘息発作

	 呼吸困難

	 激しい頭痛

Ⅰ　緊急群

これは心肺停止

症例かも　　　

ⅰ意識消失

ⅱ痙攣　　

ⅲ気道異物

ⅰ心疾患　

ⅱ呼吸系　

ⅲ脳疾患　

Ⅱ　準緊急群

これから心肺停

止になるかも　
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実際の心肺停止通報時の例

　・「何か動かないんです」

　・「寝たりきりのおばあちゃんが、ベッドでみかんを食

べていてむせた。反応がない」

　・「甘栗を食べていて、喉に詰まらせた。唇が紫色だ！」 

　・「さっきまで椅子に座っておしゃべりしていたが、急

にぐったりしている」

　・「脱衣場で男性客が急に身体を硬直させている」 

　これに似たようなキーワードを聴取したら、高確率で心
肺停止が予想されます。通報時の意識状態、呼吸状態をし
っかり確認して心肺停止対応の出動をさせないといけませ
ん。
　〜「これから心肺停止になるかも！」〜

　心肺停止に移行する可能性が高いキーワードには、重症
の心疾患（心筋梗塞など）、喘息重責発作、脳卒中を連想
させるものがあります（図４）。

通報時の例

　・「胸が苦しいと言っている。息が苦しそう、汗がすご

くてつらそう」

　・「喘息の発作が続いている、発作の状況がいつもと違う」

　・「すごく頭を痛がっている、吐いている」

　重症の心疾患を予想させるものには、「胸が熱い、胸が
調子悪い」といった変形パターンもあり、必ずしもセオリ
ーどおりの言葉とは限りません。
　また「これから心肺停止になるかも！」のキーワードが
あれば、症状が始まった時間や薬の使用、他の症状が重要
になります。
　・症状は何分継続しているか

　・薬を使っても症状が変わらないのか

　・疾患に関連する他の症状があるのか

　などで緊急度・重症度の予想ができます。
緊急度・重症度の予想が付けば……

・これから容態が変わるかもしれない！事前に口頭指導し
よう！

・もう少し電話を繋いだままにしておこう！
・こちらから通報者に電話しよう！という判断になります。

　傷病者の容態は刻一刻と変化します。救急車が現場に到
着するまで平均約８分ですから、これから心肺停止になる
かも！という傷病者は、その８分の間に何が起こるかわか
りません。電話を繋いだままの状態であれば、もし容態が
悪化した場合、すぐに口頭指導ができ、リアルタイムの、
より正確な情報を救急隊に伝えることができます。
　重要なのは、早く救急隊を現場に向かわせる、口頭指導
でバイスタンダーにＣＰＲを実施してもらう、そして救急
隊は必要な処置を行い迅速に病院に収容する。通信指令員
はできる限りそのフォローをします。救命の連鎖の後半部
分を円滑に完結させることです。

〜意識状態・呼吸状態から心肺停止症例を判断します〜

　「どうしましたか？」と簡潔に状況を聴取したら、次に
必ず意識状態、呼吸状態、その他生命に危険が迫っている
兆候がないか？初期評価に当たるところを確認します。

　心肺停止は、この意識状態、呼吸状態、その
他の兆候を聴取することで判断します。
　先ほどの心肺停止を疑うキーワードに合致し
ていなくても、意識状態、呼吸状態、状況によ
っては冷汗、顔貌などを聴取することで、通報
者も気がついていない心肺停止症例、これから
心肺停止になるかも症例を見つけ出すことがで
きます（表２）。
　しかし通信指令員の武器は耳しかありません。
どのように通報者に観察してもらうか、傷病者
の状態を聞きだすかがポイントになります。

聞くバイタルサイン５.

写真３　ＰＡ連携救命活動の訓練風景

図４　心肺停止症例：急病における疾病分類と初診時傷病程度
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傷病者とのコミュニケーション⑩

　意識の評価はＪＣＳ・ＧＣＳが一般的ですが、通報時に
は直接傷病者を見ることができませんし、通報者に指示し
観察してもらいますので、より簡単に伝わりやすい言葉で、
でもしっかり評価できることを目標に
①　会話可能か

②　発語（返事）ができるか

③　呼びかけに反応があるか（うなずく、身体を動かす）

④　何らかの刺激に反応があるか（叩く、揺さぶるなど）

⑤　全く反応がない

　の５段階で、判断します（表２）。

　※ＴＣＳ（通信・コーマ・スケール）は執筆中、筆者がサブ

タイトルに悩み、作った造語です。実在しない単語ですの

で、悪しからず。

意識状態の聴取例

指令員：「今、××さんはお話ができる状態ですか？」
　※キーワードに合致していなければ、会話可能かを確認

します。
　　キーワードに合致している場合は「反応の有無」を聴

取します。
通報者：「いやー、話はできないね」
指令員：「話しかけたり、身体を揺さぶると何か反応はあ

りますか？」
通報者：「いやぁ、反応はあるよ。話しかけたらうなずい

　　たりはするな」
　※通報者を誘導し意識状態を評価し
　　ます。
指令員：「返事はできますか？」
通報者：「返事はなんとかできるよ、

お腹が痛いって言ってる」
　※反応があり、うなずくこともでき

る、発語があり主訴を言うことが
できる、しかし会話としては不明
瞭という判断になります。

　　　発語があれば、気道は開通し呼
吸している可能性が高いことが予
想されます。

　これは最重要ポイントで、極端に言
うと心肺停止の最終判断は呼吸の状態
でします。
「息はしていますか？」「呼吸はあり
ますか？」
　このような通信指令員の問いかけ
に、８割くらいの方は「息はしていま
す」といいます。
　実際、救急隊現着時、死亡状態（心
肺停止から数十時間程度経過）でも通
報者は「息はしていると思います」「呼
吸は大丈夫です」と言い、中には「話
しができる」という摩訶不思議な現象
が起こります。
　なぜなのか？最後のお別れを言って
いたのか……そんなことはありませ
ん。答えは簡単です。

呼吸の確認７.

ＴＣＳ（通信・コーマ・スケール）６.

表２　ＣＰＡ受報時のプロトコル
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　普段どおり呼吸できている状態を知らない、緊迫した状
況に何を観察したらいいか分からないという状況を示して
います。
　私たち通信指令員が求めている観察と通報者の観察はそ
もそも違うのです。
では言葉だけでどのように呼吸状態を観察する方法を説明
するのか？救急隊は現場で ｢見る｣ ｢聞く｣ ｢感じる｣ の三
つの感覚を使い、呼吸状態に異常がないかを観察します。
　しかし通報者にこの観察方法を説明してもなかなか伝わ
りません。そして観察するのにとても時間がかかる上、実
施することが多くて判断ができないかもしれません。
　ガイドライン2010の一般市民に対する心肺蘇生法では、
｢見る｣ に特化し呼吸状態を観察するよう明記しています。
｢普段どおりの呼吸かどうかを、胸やお腹が動いているか

（上下しているか）10秒以内で観察する｣（写真４）

　呼吸の有無を観察する方法としては、一番分かりやすく、
伝わりやすく、判断しやすいものです。ですから、呼吸の
有無を確認するときには、呼吸運動の有無を聴取します。
呼吸運動なし＝心肺停止です。
　現段階で心肺停止か否かの判断がついたら口頭指導に移
ります。
　しかし、通報者が呼吸があると判断をしても、まだ考え
なくてはいけないことがあります。死戦期呼吸ではないか、
これから心肺停止になる可能性があるのか、緊急度・重症
度の判断です。
　そこで呼吸の性状について聴取します。
　・いびき様呼吸、不規則な呼吸

　・速さの異常がないか（速い・遅い）

　・呼吸様式に異常がないか（浅い・深い）

　を確認します。

呼吸の確認聴取例

　※ 意識状態が反応なしと判断した場合

指令員：「胸やお腹が動いて普段どおりに呼吸できていま
すか？」

通報者：「私、わからない！」
指令員：「○○さんを横から見て胸やお腹が動いているか

確認してください。」	
通報者：「あ、胸が動いています」
指令員：「このまま、呼吸を見ていてください。胸やお腹

が動いてしっかり呼吸できていますか？」
通報者：「しっかりできてます」	
指令員：「いびきをかいたり、普段と様子が違うところは

ありませんか？」	
通報者：「はぁはぁしてます」
　呼吸運動があり心肺停止ではありません。しかし、呼吸
は速い。緊急度・重症度が高い可能性があります。

呼吸状態の聴取例

　本当は心肺停止だったもの

　　　「ときどき呼吸している」

　　　「たまに息をしている」

　　　「さっきまでしたんだけどね」

　　　「したりしなかったり」

　心肺停止に移行したもの

　　　「いびきをかいている」

　　　「肩で息をしている」

　　　「早くて苦しそう」

　ここまで長々と説明してまいりましたが、実際の通報で
はほんの１〜２分の出来事です。釧路市では、１１９通
報を受けて救急隊に出動指令を出すまで、約１分。その後、
通話を続け詳しく容態を聞いたり口頭指導をしたりします。
　以下は、昨年、私が受け付けた１１９番通報です。その
一連の流れをご覧ください。
傷病者は、66歳、女性。頭痛での通報です。
　心肺停止症例ではありませんが、聴取過程で刻々と状況
が変化し、緊急度・重症度がとても高い事案です。ここま
で説明させていただいたことのまとめとして紹介いたしま
す。
指令員：「はい１１９番消防です。火事ですか？救急です

か？」
通報者：「あの〜救急車お願いします」
指令員：「救急車の要請ですね？住所はどちらですか？」
　※まず災害地点の特定が大切です。どんなに緊急を要す

る通報内容でも、救急車が向かうところが分からなけ
れば、たどり着きません。

通報者：「○○丁目××の△△の○○（氏名）です」
指令員：「今、地図を確認しました。××さんのお隣のお

Ｃａｌｌ　１１９８.
写真４　呼吸の確認の様子
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傷病者とのコミュニケーション⑩

宅ですね？」
通報者：「はい！そうです」
指令員：「患者さんのお名前を教えてください」
　※救急隊が対応する方の確認です。もし同じ場所で新た

に救急車を必要としている方がいた場合、傷病者の取
り違いが起こってしまいます。

通報者：「○○　○○（女性　母親）です。」
指令員：「歳はお幾つですか？」	
通報者：「66歳です」	
　※とても落ち着いていた方で、必要事項をスムーズに聴

取することができました。
指令員：「どうしましたか？」
通報者：「何か頭が痛いと言っているんです」
　※このとき、かすかに電話口の後ろから「う〜、あぁ〜、

頭痛い〜」とうなり声が聞こえてきました。
　　　ここで出動指令を発令　ここまで、約１分。通報内

容とその他の状況から緊急度・重症度共に高いことが
感じられました。

指令員：「後ろでうなっているのが、○○さんですか？」
通報者：「そうです」
指令員：「分かりました！救急車は今、○○さんのお宅に

向かわせましたからね。お母さんの状態について詳し
く教えてください。普段どおりお話しはできますか？」	

通報者：「あ！うあぁー ?」	
　※通報者が急に叫びだし、緊迫した状況になりました。
指令員：「どうしました」
通報者：「倒れた！今、倒れたんですよ！あぁ〜！」
指令員：「倒れたんですか？分かりました。落ち着いてく

ださい。お母さんは倒れて今、どんな状態ですか？」（写
真５）

　※激しい頭痛と電話口から聞こえたうなり声、緊急度・
重症度共に高いと判断した傷病者が急に倒れた今、心
肺停止になったかもしれない！心肺蘇生法の口頭指導
が必要だ！と考えました。

　　　皆さんご存じのとおり、胸骨圧迫は硬い床の上や硬

い背板を挿入し実施すると効果的です。もし今、倒れ
て床の上にいるなら移動の必要はありません。

通報者：「居間の床に仰向けの状態です！」
指令員：「倒れて呼吸はありますか？」
　※通報を受けたときの心肺停止の判断は呼吸の有無で

す。胸やお腹が上下する呼吸運動の有無が最終的な判
断材料となります。

通報者：「あります」
　※ここまでの聴取を総合すると「はい、わかりました」

とはいかずにもう一度、再評価です。
指令員：「反応はまったくないですか？」
通報者：「ないです！」
指令員：「分かりました。呼吸の状態をもう一度確認して

ください。横から見て胸やお腹が上がったり下がった
りしていますか？」

　※呼吸運動について重点を絞り、観察方法を指示し呼吸
の有無を聴取します。

通報者：「胸やお腹はしっかり動いています！いびきをか
いています！」（写真６）

　※いびきをかいている。嫌な予感……心肺停止になる可
能性があります。

指令員：「いびきをかいているけど、胸やお腹が動いたり
してしっかり呼吸できているんですね？」

通報者：「はい！呼吸はしっかりできています！」
指令員：「わかりました。救急車は８分くらいで○○さん

のお宅に到着します。呼吸の状態をしっかり診て、少
しでも変わったことがあったらすぐに教えてくださ
い。救急車が着くまで少し時間がありますので、詳し
い状況を教えてください。頭が痛くなったのは何時頃
からですか？」と、詳しい状況を聞きながら、傷病者
の容態を確認しつつ、救急隊に情報を伝達し、救急隊
現場到着となりました。

　救急隊現着後の傷病者の状況を出動後の救急隊から聞き
ました。
現場到着時　居間に仰臥位の状態　ＪＣＳⅢ-100　いびき写真５　急に倒れた傷病者と通報者

写真６　指示されたとおり呼吸の観察をする通報者



7 THE FIREFIGHTER ’13. 07

様呼吸18回/分（気道確保でいびき様呼吸改善）
　　橈骨動脈で脈拍充実（血圧測定不能）　瞳孔左右４㎜、

右方へ共同偏視、両下肢脱力
　救急隊は必要な観察や処置を行い、傷病者を救急車に収
容し現場到着から５分で病院に向かい現場を出発しました。
搬送中　嘔吐１回あり、血圧測定を行ったが測定不能
　　全身に間代性痙攣あり　現場を出発し搬送途中、さら

に容態に変化があり、傷病者はとても危険な状況でし
たが、心肺停止に陥ることなく病院収容することがで
きました（写真７）。

診断名は「クモ膜下出血　重症」

　通報者の救急要請が早かったこと、救急隊現着まで通報
者と連絡を取り合いリアルタイムの状況を把握・伝達でき
たこと、救急隊はある程度、傷病者の状況を把握した上で
接触となり、的確な観察と処置により現場滞在時間が短縮
し迅速に病院に搬送することができたこと、地理的要因な
どを含め、全てが円滑に進み、心肺停止に陥ることなく病
院に収容することができたと思います。

　通信指令員の私の反省は、急激な傷病者の容態変化、通
報者の様子の変化から私も、平常心ではなかったことが上
げられます。
　電話の先の見えない傷病者を助けたい！思う余り、状況
を過大評価し、確認していないのに、心肺停止だと決め付
けた瞬間がありました。
　やみくもに過大評価するのではなく、事実と根拠に基づ
いた聴取を、経験から感じとった「嫌な予感」と融合させ、
常に冷静に判断する必要があると実感しました。今回の事
案の場合、倒れたあとの傷病者の状況をもっと分かりやす
い言葉で的確に、指示し状況を聴取できれば、通報者を落
ち着かせることができ、もし心肺停止に陥ってしまったと
きには、効果的な口頭指導ができると感じました。

　今回「心肺停止症例」というテーマのもと執筆させてい
ただきましたが、私の思いは「心肺停止になる前に！」で
す。蘇生率や社会復帰率を見ても病院前心肺停止は救命率
がとても低いのがわかります。心肺停止になってしまった
後に救急隊が到着して、病院へ搬送しても手遅れというこ
とが多いのです。
　ですから、１１９番通報を受けた私たち通信指令員が早
い段階で緊急度・重症度がある程度判断でき、心肺停止に
陥る可能性があるのか判断できれば、救命率の向上に繋が
ると強く思うのです。
「傷病者のために私たちは何ができるのか？」
常に自分に問いかけ、その答えを探し続けること、それが
大切なのです。

　シリーズ構成者コメント

　コミュニケーションは言葉及び表情などで成立するもの
ですが、今月のテーマは緊迫した通報者と電話で言葉だけ
でコミュニケーションをとり、救急隊に伝え、また口頭指
導まで踏み込まなければならない難解なテーマでした。
　そんな中で星野香織講師の述べているとおり、通報者の
声の調子や周囲の音で状況を判断することはもちろん、相
手の理解力に合わせ観察方法を工夫し指導することで、傷
病者の置かれている状況が鮮明に見えてきます。
　通信員が正確な傷病者の状態を把握するためにコミュニ
ケーションを工夫することが、救急隊の活動やＰＡ連携な
ど消防の持つシステムを有効に機能させ傷病者を適切な医
療機関に搬送し完結するために重要です。

　次回は「通信員　蘇生以外」の予定です。

講　師

氏名：星
ほ し の

野　香
か お り

織
所属：釧路市消防本部
　　　通信指令課
出身：北海道名寄市
拝命：平成18年４月24日
救急救命士資格取得：
　　　　平成18年４月24日
趣味：柔道（全道３位）、
　　　バイク（放浪癖あり）
シリーズ構成

山原清一（釧路東部消防組合　釧路消防署）

終わりに９.

写真７　搬送中、救急車内の様子


