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はじめに 

 

この手引きは、高齢者向け施設の緊急時対応能力の向上を支援し、

ご利用者に緊急事態が起こった場合、すみやかな対応をしていただ

くために作成いたしました。 

ぜひともご活用いただき、ご利用者が安心して過ごせる施設をめざ

していただきますようお願いします。 
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１ 緊急事態対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 四日市市消防本部では、心肺停止状態に陥った傷病者が発生したときなど、 

一刻も早い処置のため、救急隊のほか消防隊を出動させています。 

緊急事態発生 

１１９番通報 

応急手当の実施

い 

●緊急事態の発生を施設内職員に知らせて、発生場所に職員 

を集めてください。 

●集まった職員の役割を分担してください。 

①１１９番通報をする人 

②応急手当（心肺蘇生）をする人 

③救急隊（消防隊）を誘導する人 

※ 玄関の鍵を開けてください。 

※ 協力病院がある場合は、連絡してください。      

傷病者の状態にもよりますが、あらかじめ搬送先医療機

関を確保されている場合は、当該医療機関に搬送します。 

●住所、施設名  

●「いつ」「だれが」「どこで」「どうした」のか。  

●傷病者の今の状況（呼吸がない、意識がない等）  

●実施している処置（心肺蘇生、ＡＥＤの使用） 

※救急時の通報要領を参考として下さい。 

※又聞き通報では内容が把握できないので、できるだけ 

傷病者のそばから通報してください。 

●すみやかに応急手当（心肺蘇生）を行ってください。 

●救急隊（消防隊）が交代するまで継続してください。 

●１１９番通報時には、応急手当について指示をします。 

（口頭指導） 

救急隊（消防隊）の誘導 

救急隊による救命処置 

施設職員の同乗 

●病院への申し送りが必要です。 

傷病者の状況が分かる方が同乗して下さい。 

※同乗できない場合は家族や親族に搬送病院へ 

来院するよう連絡して下さい。 

●看護、介護記録、カルテ、おくすり手帳等を持参 

して下さい。 

●傷病者のところへ誘導してください。 

●何が起こったのか説明してください。 

●付録「救急隊情報提供カード」を 

渡して下さい。 



２ 救急要請のしかた、注意点 

いざという時に慌てずに「１１９番通報」が実施できるよう、各職員がどの

ように行動すれば良いのかを施設内で事前に検討をしておきましょう。 

 緊急を要する症状って・・・？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●急に意識がなくなったり、状態が急に悪くなったりしたときなど、 

緊急を要する症状がある場合には、迷わず救急車を要請してください。 

※救急時の通報要領を参考にしてください。  



３ 全国版救急受診アプリ「Ｑ助」について  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは四日市市消防本部のホームページをご覧ください。 

 http://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/index.shtml 

                 スマートフォンはこちら →   



４ 救急隊情報提供カード（記入例） 

カードを使用して、救急隊にスムーズな情報提供を！ 

・事前に書き込めるところに書き込んでおけば、緊急時にも素早く提供できま

すので、ぜひともご活用ください。 

 

記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「特記事項」への記入例 

※何をしていて、どうしてそうなったのかを簡単に書いてください。 

 （例１）入浴しようとした際、足を滑らせて転倒し、頭部を打った。 

 （例２）食事中、急に苦しみだした。 

 （例３）夜、トイレに行こうとした際、つまづいて転倒し、歩けない。 

 

※夜間休日等、施設職員が少ないときに、特記事項を記入して救急隊へ渡す 

だけで、情報提供できます。  

事前に書き込める項目ですので、 

１人１枚作成しておきましょう。 

「何をしていて」「どうなったのか」 

をわかりやすく記入して下さい。 

該当する症状を

チェック！ 



５ 応急手当のしかた 

心肺蘇生法・ＡＥＤの手順  



６ 日頃からできる対策（予防救急） 

高齢者の事故の場合、転倒や転落、窒息の事故など少しの注意と心がけで防

ぐ事ができるものがたくさんあります。  

日常生活の中から、事故を起こさない環境を作り、救急車を呼ぶような事故

や病気にならないよう、予防救急に心がけましょう！！ 

 

 

○転倒や転落の事故防止 

■段差につまずかないよう気をつけましょう。 

■転倒を防ぐために整理整頓を心がけましょう。 

■階段、廊下、玄関、浴室など滑り止め対策をしましょう。 

 

 

○窒息の事故防止 

■細かく調理して、ゆっくりよく噛むことで窒息を予防しましょう。 

■お茶などの水分を取りながら食事をしましょう。 

■急に話しかけて、あわてさせないように気をつけましょう。 

 

 

○ぶつかって負傷する事故防止 

■慌てず、周りをよく見て行動しましょう。 

■通路などに物を置かないようにしましょう。 

■暗いところは十分な明るさを確保しましょう。 

 

 

○入浴中の事故防止 

■脱衣場と浴室の温度差を少なくしましょう。 

■入浴時には時々声をかけましょう。 

■転倒防止のため、手すりを取り付けるなど工夫しましょう。 

■体調が万全でないときは、入浴を避けましょう。 

 

  



７ 患者等搬送事業者のご案内 

四日市市消防本部では、年間約１４，０００件の救急出動があります。 
救急出動が重なった場合、救急車の到着が遅れてしまい、本当に救急車を必

要としている傷病者の方への救急処置が遅れ、救える命が救えなくなるおそれ

があります。 
緊急性がなく、救急車以外で対応できる場合は、自家用車や患者等搬送事業

者を利用していただくなど、ご協力をお願いします。 
四日市市消防本部では、安心・安全にご利用して頂くために、一定要件を満

たした事業者を、患者等搬送事業者として認定しています。 

 

 

 

 

 

 

四日市市消防本部認定の患者等搬送事業者一覧 

○車椅子での搬送が可能な事業所 

 

○ストレッチャー（寝台）での搬送が可能な事業所 

 

○ストレッチャー（寝台）及び車椅子での搬送が可能な事業所 

（１）利用料金は、各事業者にお問い合わせ下さい。 

（２）利用する場合は、直接各事業者まで電話予約をして下さい。 

※詳しくは四日市市消防本部のホームページをご覧ください。 

 http://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/index.shtml 

                 スマートフォンはこちら →  

 

事 業 所 名 住 所 電話番号 車両台数 

おやまだ福祉タクシー和み 四日市市山田町 2147-2 328-2269 １台 

アイ・ビ介護タクシー 四日市市浮橋１丁目 16-9 322-1627 １台 

ひまわり福祉タクシー 四日市市富田浜元町 9-20 329-7026 １台 

事 業 所 名 住 所 電話番号 車両台数 

民間救急東海 四日市市川原町 27-2 328-5023 １台 

事 業 所 名 住 所 電話番号 車両台数 

愛ハートこもの福祉タクシー 四日市市広永町 647-99 329-5398 １台 

愛ハートさくら福祉タクシー 四日市市桜町 6618－41 337-8866 １台 

いのしし介護タクシー 四日市市八田２丁目 1-32 333-5686 １台 

福祉タクシー ケイ・アイ 四日市市松寺 1丁目 11-25 363-3956 １台 



８ 応急手当（救命講習）のご案内 

救急隊が到着した際、重篤な状態であるにもかかわらず、応急手当がなされ

ていない場合があります。 

命を救うには、発見者や居合わせた方の速やかな応急手当が不可欠であり、

そのためにも応急手当の知識と技術を身につけましょう。 

いざというときのご利用者の安心・安全のためにも、多くの方が受講される

ようお願いします。 

 

普通救命講習 

心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、異物除去及び止血法の技術を身につける 

３時間の講習です。  

 

上級救命講習 

成人、小児、乳児の心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、異物除去、止血法、 

外傷（熱傷、骨折等）の手当や搬送法などを学ぶ８時間（１日）の講習です。 

 

応急手当普及員講習 

応急手当の方法を普及指導する指導者を養成する講習です。 

指導要領などを学べる２４時間（３日間）の講習です。 

救命講習については、お近くの消防署･分署へお尋ね下さい。 

※署所の場所等については、四日市市消防本部のホームページをご覧ください。 

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/index.shtml 

                 スマートフォンはこちら → 

 

連絡先 消防署 所在地 電話番号 

四日市市中消防署 四日市市西新地 14-4 356-2015 

四日市市中消防署 中央分署 四日市市曽井町 391-2 325-4717 

四日市市中消防署 西分署 四日市市桜町 8341 326-2583 

四日市市北消防署 四日市市富田二丁目 4-15 365-5325 

四日市市北消防署 朝日川越分署 三重郡朝日町小向 375-2 377-4945 

四日市市南消防署  四日市市大字塩浜 187-3 345-0530 

四日市市南消防署 南部分署 四日市市大字泊村 4184-3 349-5119 

四日市市北消防署 北部分署 四日市市中村町 2281-2 361-1119 

消防救急課 救急救命室 四日市市西新地 14-4 356-2006 



 

   
落ち着いて、項目どおり通報してください。

1 消　防 １１９番消防です。火事ですか？救急ですか？

通報者 「　救急　です。」

2 消　防 救急車の向かう住所、場所を教えて下さい。

通報者 「四日市市○○町○○番○号　（施設名）です。」

（施設の住所： ）

（施　設　名： ）

3 消　防 救急車の必要な方の年齢、性別を教えて下さい。

通報者 「○○歳　男性 又は 女性　です。」

4 消　防 どうされましたか。

通報者 今の状況や状態（転倒、怪我、胸痛、意識消失等）

意識の状態（会話可能、呼び掛けの反応等）

（意識が無ければ）いつものように呼吸をしているか？

治療中の病気、掛かっている病院はあるか？

5 消　防 （通報している）あなたのお名前を教えて下さい。

通報者 「わたしは○○○○、施設の職員（等）です。」

6 消　防 今、お使いの電話番号を教えて下さい。

通報者 「○○○ー○○○○です。」

（施設の電話番号　： ）

（あなたの電話番号： ）

救急時の通報要領

※通報内容から応急手当（心肺蘇生、気道異物除去等）の口頭指導を行う場合があります。        

落ち着いて行動して下さい。また、通報途中でも場所がわかれば救急車は出動します。 

あわてずに内容を伝えて下さい。 


