９月９日は﹁救急の日﹂
清里町での救急車 の出動件数で最も 多いのが急病人の搬 送です︒最近では ︑一般負傷による出 動も
年々増加の傾向に あります︒
今回は︑９月９日 の救急の日にちな み︑救急車が到着す るまでの応急手当 の方法や携帯電話か らの
１１９番通報︑高 度救急資機材の整 備内容をご紹介しま す︒

︵ 清里消防︶に 転送します ﹂と

自 動 体 外 式 除 細 動 器︵ Ａ Ｅ Ｄ ︶

急隊 が到着し て︑現場で の蘇

伝えら れ︑清里 分署︵清里 消

今年︑自 動体外式 除細動器

斜里 消防署か ら﹁清里分 署

防︶に つながり ますので︑ 火

︵ＡＥ Ｄ︶
と 気道確保 をより確
実に行なう ための器 材を新た

しい といえま す︒
ま た︑傷口 が大きい 場合に

事か救 急かを清 里分署職員 に
伝えて ください ︒

に救急車に 搭載し︑ 運用を開

う必要が あります︒

の１１ ９番通報 は清里町内 か
らかけ ても直接 清里分署に は
つなが りません ︒清里分署 直
通番号 の﹁０１ ５２︱２５ ︱
２１１ ０﹂を携 帯電話に登 録
するこ とをお勧 めします︒

病者 に対する

一刻 も早い処
置の ため︑救

生処 置を行う ことが救命 につ

強く 押さえる と︑傷口 が開い

その 後︑傷病 者の人数や 状

清 里トレセ ンにＡＥＤ を設
置し ています

高度救急資器材を整 備し
ました

が急速に 失われると 出血性シ
てし まい逆に 出血につ ながる
ョックと いう重い状 態になり ︑ こと がありま す︒この ような
％を失 えば生命に 危険を及
場合 には︑傷 口を引き 寄せた

態︑事 故や火災 発生等の場 所

ＡＥＤは ︑心肺停 止傷病者

今 年７月︑ 清里トレセ ンに

いざという時のた めの
応急手当

うえ で絆創膏 などで固 定し︑

に対して心 臓に電気 ショック

そこで ︑止血の基 本となる
﹁用手 的圧迫止 血法﹂をご紹介

の状 況で︑傷 病者の救 命のた

区消 防組合斜 里消防署 ﹂につ

絡く ださい︒

︵電話２５ ︱３０３ ４︶
に ご連

され る場合は ︑清里トレ セン

に伴 い器材の 貸し出しを 希望

自 治会や各 種団体での 催し

るま での応急 処置として 活用
でき るよう設 置したもの です︒

こ れらは︑ 救急車が到 着す

いま す︒

くだ さい︒

送で きない場 合がありま すが︑
救命 処置であ ることをご 理解

こ のため︑ 早急に病院 に搬

なが ります︒

包帯 を巻くな どの圧迫 を加え

と︑通 報者の氏 名︑住所︑ 携

を与え︑心 臓の機能 を回復さ

ＡＥ Ｄを２台 設置しまし た︒
１台 はトレセ ン内に設置 ︑も

一般的 に体内の血 液の

ぼします ︒従って︑ 出血量が

たま ま搬送す ることが 適切と

帯電話 の番号等 を必ず伝え て

う１ 台は各種 スポーツ大 会や

します︒
用手的 圧迫止血法

なが ります︒ この時︑ 現在地

詳 細と連絡 先
消防清里 分署
電話２５ ︱２１１ ０

始していま す︒

多いほど 迅速に止血 手当を行
いえ ます︒

くださ い︒

せるための 機器で︑ 心肺停止
傷病者に対 して効果 的な救急

イベ ント︑学 校行事など で使

めに 憶えてお いてくだ さい︒

携帯電 話からの１１９番
通報

押さえて いたガーゼ を取り替

※この ように︑ 携帯電話か ら

処置 が可能に

この止 血法は︑出 血の種類
にかかわ らず対応で きる止血

止 血が必要 な状況に ならな
いこ とが一番 ですが︑ 万が一

なり ました︒

用す るための 貸出用とな って

％

応急手当講習会（ＡＥＤ
講習・一般講習）を行っ
ています
消防清里分署では、応急
手当や心肺蘇生法など救
急処置に関する知識や技
術等の普及のため「応急
手当講習会」を行ってい
ます。また、今年から一
般の方も使用可能となっ
たＡＥＤの講習も行って
います。応急手当の講習
会を希望される自治会や
団体等がありましたら、
お気軽に清里分署救急係
までご連絡ください。

心 肺停止傷

出血して いる場所を ガーゼや

清 里町を含 む斜里郡 三町か
ら携 帯電話で １１９番 通報す

法の基本 です︒具体 的には︑
直接手で 押さえるこ とで止血
する方法 です

える時に 傷口が開き ︑再出血

を聞 かれます ので︑清 里町内

この時 ︑注意する 点として ︑ ると ︑斜里町 にある﹁ 斜里地

すること があげられ ます︒そ

であ れば﹁清 里町です ﹂と答
えて ください ︒

２００６．９

広報きよさと
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のため︑ 押さえたガ ーゼはそ
のままで 搬送するこ とが望ま

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
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