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総合司会 稲葉 澄子 

 それでは、ただいまから、消防局救急課及び健

康政策課職員による寸劇を開始いたします。どうぞ

お楽しみください。 

 

（トイレを流す音） 
  

父 あいたたたたたたた…。 
  

息子 あれ、どうしたの？ 
  

父 2～3 日前からお腹が痛くて、便

も黒っぽい感じがするんだよなあ。 
  

息子 何か黒いものでも食べたんじゃ

ないの？黒豆とかひじきとか、そう

いうの好きじゃん。 
  

父 いや、そうなんだけどさ。 

そういうのとは違う気がするんだ

よなあ。 

 

息子 ふーん。 

まあ、気になるなら、病院に行っ

て検査してもらいなよ。 
  

父 病院は嫌いなんだよな。病院に

は行きたくないなあ。 

 

 

 

 

 

息子 お父さんの病院嫌いは相変わら

ずだなあ。  

でも、そういえば、この前の救急

医療シンポジウムで、まずは近所

にかかりつけ医を持つことが大事

だって言ってたよ。 

近くの遠藤医院に行ってみた

ら？ 
  

父 いや、絶対病院には行かない

ぞ！ 

あれ…何か気持ち悪いな。 
  

息子 大丈夫？ 
  

父 何か吐きそうだな…。 
  

息子 吐きそう？ちょっと待って！ 
  

父 トイレ、トイレ…。 

おえー！ 
  

息子 お父さん！血だよ！ 

お父さん、大丈夫？お父さん、

お父さん！ 

大変だ！救急車を呼ばないと！ 

寸 劇 
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隊長 息子さんですか？どうされました  

か？ 
  

息子 話していたら、父が急に血を吐

いて倒れてしまって。 
  

隊長 分かりました。 

それでは、お父さんを見させても

らいますので、私の近くにいてくだ

さい。 

周囲の状況よし。吐血痕あり。気

をつけてね。失禁なし、顔貌蒼白、

無表情です。 

それでは、呼びかけします。 

分かりますか？船橋救急隊で

す。 

呼びかけに開眼、意識レベルＪＣ

Ｓ10。仰臥位にするよ。1、2、3！蒼

白なので酸素準備ね。 

呼吸、脈拍の確認します。始め。 

通信指令員 はい、119 番消防です。火事で

すか？救急ですか？ 
 

 

息子 救急です。 

父が血を吐いて倒れたんです！ 

早く来てください！ 
  

通信指令員 息子さん、落ち着いてください。 

まずは住所を教えてください。 
  

息子 住所は、船橋市湊町 2-10-25 で

す。 
  

通信指令員 お父さんは、呼びかけてみて反

応はありますか？ 
  

息子 お父さん、お父さん！ 

目 は少 し開 いているんですけ

ど、朦朧としています。 
  

通信指令員 既に救急隊を向かわせておりま

す。詳しいことをお聞かせください。 
  

ナレーター 

救急隊を出動させた後に、通信指令員は関

係者から傷病者の年齢、性別、状態、既往症、

かかりつけ等を聴取し、救急隊へ伝達します。 
  

（救急車サイレン音） 
  

息子 救急隊が来たみたいだ。 
  

隊長 救急隊到着しました！ 
  

息子 こっちです！ 
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隊長 脈拍 120 回、分かりました。 

顔貌蒼白です。 

少し「あっかんべー」ってします

よ。 

眼瞼結膜も蒼白。 

少し手を触りますよ。 

湿潤、冷感あり、ショック状態で

す。酸素 10 リットル投与。ショック体

位にして。 

そのほか全身観察、モニター装

着、バイタル測定を実施してくださ

い。 

それでは、家族から状況を聴取

して来ます。 

息子さん、少しお話を聞かせてく

ださい。 
 

 

息子 はい。 
  

隊長 お父さんは、血圧が下がってい

るようですが、吐いた血の量はどの

くらいですか。 
  

息子 先ほどあの洗面器に吐かせまし

た。 
 

 

隊長 洗面器 1 杯分くらいですね。分

かりました。 

お父さんは、最近様子はどうでし

たか？ 
  

息子 そうですね。2～3 日前からお腹

が痛いって言っていて、様子を見

ていました。   

でも、今日は特に朝からふらつ

いていて、顔色も悪かったので心

配していたんです。 

 

ナレーター 

救急隊は、まず傷病者の状態を確認します。 

気道が開通し、呼吸ができているか、脈拍の状

態はどうかなど、生命に危険が差し迫っているか

を短時間で観察します。 
  

隊員１ やめ！ 
  

隊長 呼吸 10 秒 6 回、36 回ね。 
  

隊員１ 脈拍 10 秒 20 回、120 回です。 
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隊長 分かりました。 

2～3 日前からお腹が痛いという

ことなんですけど、便の色が黒かっ

たとか、何か言っていましたか。 
  

息子 そういえば、黒っぽいって言って

ました。 
  

隊長 黒っぽいって言ってましたか。 

お父さんは、何か治療中の病気

とか、大きな手術をしたことはありま

すか。 
  

息子 いえ、特にありません。 
  

隊長 特にないですか。 

かかりつけの病院はありますか。 
  

息子 あまり病院に行かない人なので。 
  

隊長 そうなんですね。分かりました。 

お父さんが最後にご飯を食べた

のは、何時頃ですか。 
  

息子 お昼の 12 時頃です。 
  

隊長 12 時頃ですね。分かりました。 

もう少しお父さんを見させていた

だきますので、私の近くにいてくだ

さい。 
  

息子 はい。 
  

ナレーター 

隊長が状況聴取している間に、隊員は傷病者

の状態を観察しました。観察結果を関係者に伝

え、搬送する病院や、これから行う処置の説明を

します。 

隊長 それでは、情報を共有するよ。 

2～3 日前から腹痛があって、便

も黒かったということで、下血があっ

たと思われます。全身観察の結果

を言ってください。 
  

隊員１ 腹部全体に圧痛が認められま

す。 
  

隊長 圧痛ね。 

バイタル、教えてください。 
  

隊員２ バイタルは血圧が 90/60 で、脈

拍は 120 回です。 
  

隊長 120 回ね。 

モニターにおいては洞性頻脈で

す。 

消化管出血を疑いますので、こ

れから船橋市立医療センターへ収

容依頼します。 

搬送準備、それから、ショック輸

液の準備をしてください。 
  

隊員１、２ 分かりました。 
  

隊長 息子さん、今お父さんを見させ

ていただきました。お腹の中で出

血している可能性がありますので、

近くの病院ではなく、船橋市立医

療センターへ搬送したいと思いま

すが、電話で聞いてみてよろしい

ですか。 
  

息子 お願いします。 
  

隊長 併せて、当隊には救急救命士と

いう資格を持った隊員が乗車して

おりまして、病院に着く前に点滴を

行うことができます。 

実施してよろしいでしょうか。 
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ドクター はい、船橋市立医療センター

です。 
  

隊長 消化管出血でショック状態の

傷病者の、ショック輸液の指示要

請並びに収容依頼です。 
  

ドクター はい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隊長 50 歳男性。息子と会話中に突

然の吐血。 

意識レベル低下ということで、救

急要請です。 

吐血量は約 500 ミリリットル、意

識レベルは、現在ＪＣＳ10。顔貌及

び眼瞼結膜蒼白で、皮膚、湿潤冷

感あり。血圧が 90／60。脈拍 120

回。心電図上、洞性頻脈です。 

現在、酸素を 10 リットル投与し、

ショック体位を施しております。 

ショック輸液を実施してよろしい

でしょうか。 
  

ドクター はい。それでは、プロトコールに

従って実施してください。 
  

隊長 はい。当隊には救急救命士も乗

車しておりますので、ショック輸液を

実施させます。 

滴下速度は全開でよろしいでし

ょうか。 
  

ドクター はい、全開で実施してください。 
  

隊長 分かりました。 

先生、それでは指示を出します

ので少々お待ちください。 

ショック輸液実施。 
  

隊員１ はい、分かりました。 
  

ナレーター 

救急救命士は、特定行為と言われる救急救

命士に許された医療行為を行うことができます。

傷病者の状況を医療センターの医師へ連絡し

たところ、医師から点滴の許可が出ました。 

また、収容先も医療センターに決定したようで

す。 

 

 

息子  お願いします。 
  

隊長 分かりました。 

家族への説明オーケーね。 
  

隊員１、２  分かりました。 
  

隊長 船橋市立医療センターへ連絡

します。 
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総合司会 稲葉 澄子 

 ご出演者の皆様、ありがとうございました。もう一

度盛大な拍手をお願いいたします。（拍手） 

 

 

 

 

 

 

隊長 息子さん、船橋市立医療セン

ターへの収容が決まりました。

今、点滴を行っているところで

すが、完了次第、搬送を開始し

たいと思いますので、少々お待

ちください。 
  

息子 はい。 
  

隊長 それでは、隊員は処置しなが

ら聞いてください。船橋市立医

療センターへ収容依頼済み。

点滴を行い次第、搬送開始しま

す。 
  

ナレーター 

救急救命士が実施する心肺停止前の傷病者

に行う静脈路確保、いわゆる点滴は、平成 26 年

より行えるようになった比較的新しい処置です。

以前は心肺停止の場合のみ許されていました

が、現在は心臓が止まる前に点滴を行えるように

なりました。このように、救急救命士が行う特定行

為は、少しずつその範囲を拡大しています。 

 また、救急救命士が行える特定行為は、点滴

のほかに、口の中にチューブを入れて空気の通

り道をつくる気道確保、心肺停止の治療に使うア

ドレナリンという薬や、低血糖発作の治療に使う

ブドウ糖という薬を投与できます。 
  

隊員１ 隊長、14 時 42 分、静脈路確

保、完了いたしました。 
  

隊長 14 時 42 分ね。了解。 

それでは、効果の確認実施。 
  

隊員１ 先ほどよりも脈がしっかり振れ

ます。 

隊長 回復傾向があるのね。分かりまし

た。 

息子さん、今、点滴を行いまし

た。お父さんは回復傾向にあります

が、船橋市立医療センターで緊急

の処置が必要と思われますので、

搬送します。一緒について来てい

ただいてよろしいですか。 
  

息子 分かりました。 
  

隊長 意識の確認、再度実施。 
  

隊員２ 分かりますか？斉藤さん、分かり

ますか？ 
  

父 寸劇なのに本名ばらすなよ～。 
  

息子 お父さん、気がついたんだね。

良かった。 

でも、救急医療シンポジウムで聞

いたようなことが本当に起きるなん

て。 
  

ナレーター 

今回は幸いにも大事に至らずに済んだようで

すが… 

皆さんは、気になることがあったら早めにかか

りつけ医に相談しましょう。 

これで寸劇を終了いたします。ありがとうござ

いました。（拍手） 
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隊長 息子さん、船橋市立医療セン
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すが、完了次第、搬送を開始し
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ちください。 
  

息子 はい。 
  

隊長 それでは、隊員は処置しなが

ら聞いてください。船橋市立医

療センターへ収容依頼済み。
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が、現在は心臓が止まる前に点滴を行えるように
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為は、少しずつその範囲を拡大しています。 

 また、救急救命士が行える特定行為は、点滴

のほかに、口の中にチューブを入れて空気の通

り道をつくる気道確保、心肺停止の治療に使うア

ドレナリンという薬や、低血糖発作の治療に使う

ブドウ糖という薬を投与できます。 
  

隊員１ 隊長、14 時 42 分、静脈路確

保、完了いたしました。 
  

隊長 14 時 42 分ね。了解。 

それでは、効果の確認実施。 
  

隊員１ 先ほどよりも脈がしっかり振れ

ます。 

隊長 回復傾向があるのね。分かりまし

た。 

息子さん、今、点滴を行いまし

た。お父さんは回復傾向にあります

が、船橋市立医療センターで緊急

の処置が必要と思われますので、

搬送します。一緒について来てい

ただいてよろしいですか。 
  

息子 分かりました。 
  

隊長 意識の確認、再度実施。 
  

隊員２ 分かりますか？斉藤さん、分かり

ますか？ 
  

父 寸劇なのに本名ばらすなよ～。 
  

息子 お父さん、気がついたんだね。

良かった。 

でも、救急医療シンポジウムで聞

いたようなことが本当に起きるなん

て。 
  

ナレーター 

今回は幸いにも大事に至らずに済んだようで

すが… 

皆さんは、気になることがあったら早めにかか

りつけ医に相談しましょう。 

これで寸劇を終了いたします。ありがとうござ

いました。（拍手） 


