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富三地区では、誰もが住みなれた

地域で安心して暮らせる「まち」

をつ<ります
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救命救急活動

誰もが賽心して暮らせる「きち」にしよう

深夜・明け方・日中を問わず、救急車の音が聞こえてくると、 「大丈夫かし

ら?」 と心配になります。あなたは119番通報をしたことがありますか?そ の

電話はどこにつながって、どのように指令が出されているかご存 じでしたか?

救命救急特集を作成するにあたり保土ヶ谷区星川にある「横浜市消防司令セン

ター」の見学をして、横浜市内の現状を勉強 してきました。

緊急時、私たちが 119番通報 (消 防・救急等)をすると、ほぼ全ての横浜

市内からの通報は近隣の消防署ではなく「横浜市消防司令センター」につな

がります。センターにかかって来る電話は年間27万件、一日約 700～ 7

50件、そのうち約 8割が救急要請です。横浜市では現在 73台の救急車を

保有 し、金沢区内には4台が配備されています。市内人口約 373万人に対

し、明らかに不足 している救急車 73台にもかかわらず、救急要請は右肩上

がりの現状があります。

今号の特集では、救命救急 に関して、私たちにとって役立つ情報を取り上げます
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今年の猛暑による熱中症発症件数は大変多く、

救急要請もこれまでになく多い年となりました。

緊急に救急車を必要としている方が、電話をかける

際の注意点など「119番通報おぼえがき」につい

て、救急要請の場合としてまとめます。

◎携帯でも固定電話でも「119」 を押 します

質問①注意点

◎電話は保土ヶ谷に通 じています。携帯の場合は他市に

通 じる場合もありますので、住所は横浜市か区
‐・町・

地番を、共同住宅の場合は部屋番号までと名前を伝え

ます。

◎ひとり暮らしの方など、可能であれば家の固定電話か

ら通報 しましょう。途中で意識が薄らいでも、電話番

号から現場を特定 して貰うことが出来ます。

◎屋外で住所がわからない場合、交差点名・バス停・店

舗名・電柱や道路標識の表示番号・自動販売機 (20
05年以降設置)な ど近くの目標物をさがして伝えま

しょう。

質問④注意点
◎現在の状態について詳 しく聞かれます。その間に出動

可能な救急車を手配 しています。金沢区内で可能とは

限りませんので、到着までに約 9分間 (全国平均)か
かります。

◎センター内には通報を受ける隊員のほか、救命指導医

として ドクター 1名 が常駐 し、必要に応 じ、電話で重

症患者の処置指導にあたります。

◎救急車の到着までは大変長く感 じられることでしよう。

ひとりで頑張らず、周 りの人に協力をお願いして、ま

た、屋内でひとりしかいない場合も、落ち着いてセン

ターの指導に従いましょう。

横浜市救急相談センター「♯7119」 の場合
電話が通 じると音声案内が流れます

【医療機関案内】は①番

【救急電話相談】は②番を選択

でも、音声案内が苦手、判断の自信がない方は、

始めから 「119番」 にかけてください
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富岡第二地区民生委員児童委員研修

心肺蘇生法とA tt Dに よる救命救急講座 平成30年 8月 20日

民生委員は日頃から高齢の皆さまと接する機会が多く、突然
の出来事に少 しでも対応できるようにと、富岡消防出張所に

お願いして、心肺蘇生法とAEDを 組み合わせた「救命救急

講座」を受講 しました。心肺停止の人を発見 したことを想定

し、救命処置の手順にそって、胸骨圧迫とAED(自 動体外

式除細動器)に よる電気ショックを繰 り返す、という講習で

したが、大変体力を必要とする

ことを痛感 しました。そして田村

所長のお話 しを伺いながら、救命

処置の重要性についての認識を深

め、真剣な講習会となりました。

富岡桜ヶ丘町内会自主防災訓練

平成30年 9月 9日 第二公園にて、自主防災

訓練を開催 しました。地震発生、安否確認

訓練、救命救急AED訓練などを行いました。

講習体験の重要性
AEDは 電源ボタンを押すと、全て指示をしてくれます。

電気ショックの必要がない場合は胸骨圧迫が指示されます。

電気ショックボタンを押すときは、冷静に注意に従います。

初めての方でも出来るように作られていますが、機会があ

れば「講習」を受けることをおすすめします。
AEDも 消火器も、そのほか何でも、―度の体験が

いざという時、あなたの自信につながります。

● 「救急あんじんカー ド」の配布について

富岡第二地区の民児協では、緊急時の対応が時間をかけ

ずにできるようにと考え「救急あんじんカー ド」自宅用

と外出時携帯用を作成 し、ひとり暮らしの方やご希望す

る皆さまにお届けしています。この件に関 しては、地域

の民生委員にお問い合わせください。
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救急車が来るまでに用意しておくもの

亀農遮卜 

▼
警元霧朧 てぉくと優希」です。

⊂)保険証や診察券
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中救急車が来たら、

こんなことを犠えて下さい。
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|〔)事故や具合が悪くなった状況や

救急隊がIll潜するまでの変化

⊂》行つた応急手当の内容

C)具合の悪い方の情報
{持病、かかりつけの病院や

フリニック、醤段飲んでいる票、

医師の指示など)
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富岡第三地区近隣のAED設置場所

日本救急医療財団HP全国AEDマップに設置登録情報を公開することに同意を得たもの
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日本救急医療財団 HP全国AEDマップに記載されていない設置場所 公開許諾済

富岡西部町内会館 富岡地域ケアプラザ イ トーヨーカ ドー能見台

京急ス トア能見台 他に、近 くのクリニック、医院、コンビニ等に設置の可能性あり
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