
応急手当普及啓発活動実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、千葉市消防救急業務規程第４２条の規定に基づき、

応急手当に関する普及及び啓発を行うこと（以下「応急手当普及啓発

活動」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象） 

第２条 応急手当普及啓発活動の対象は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）市内に在住、在勤又は在学する者 

（２）市内に事業所、事務所等を有する、公的機関又はボランティア団

体に関係する者 

 （計画） 

第３条 消防局長（以下「局長」という。）は、応急手当普及啓発活動

に関する計画を策定し、応急手当に関する指導を行う者（以下「指導

者」という。）の養成、応急手当普及啓発活動に必要な資器材（以下

「資器材」という。）の配備等、必要な対応を図るとともに、応急手

当普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。 

２ 警防部救急課長（以下「課長」という。）及び消防署長（以下「署

長」という。）は、応急手当普及啓発活動を計画的に実施するよう努

めるものとする。 

 （連携） 

第４条 課長及び署長は、関係機関と連携し、応急手当普及啓発活動が

効果的に行えるよう努めるものとする。 

 （活動内容） 

第５条 応急手当普及啓発活動の主な内容は、次の各号に掲げるものと

する。 

（１）応急手当の重要性 

（２）心停止又は呼吸停止若しくはこれらに近い状態に陥った傷病者を

救命するために行う応急手当 

（３）出血した傷病者に行う応急手当 

（４）前２号に掲げる以外の応急手当 

 （講習の種類） 



第６条 応急手当普及啓発活動の対象に関する講習の種類は、次の各号

に掲げるものとする。 

（１）普通救命講習 

（２）上級救命講習 

（３）短時間救命講習 

（４）その他の応急手当に関する講習 

２ 応急手当普及啓発活動の指導者に関する講習の種類は、次の各号に

掲げるものとする。 

（１）応急手当指導員講習 

（２）応急手当普及員講習 

（３）応急手当インストラクター講習 

（４）応急手当ジュニアインストラクター講習 

 （普通救命講習） 

第７条 普通救命講習の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）普通救命講習Ⅰの内容は、別表１の１のとおりとする。 

（２）普通救命講習Ⅱの内容は、別表１の２のとおりとする。 

（３）普通救命講習Ⅲの内容は、別表１の３のとおりとする。 

（４）応急手当ＷＥＢ講習の内容は、別表１の４のとおりとする。 

２ 普通救命講習の対象は、中学生以上の者とする。ただし、普通救命

講習Ⅱの対象は、業務の内容、活動領域の性格等から、一定の頻度で

救命処置を行うことが期待又は想定される者とする。 

３ 応急手当普及員を指導者として開催する普通救命講習の対象は、当

該応急手当普及員が所属する事業所の従業員又は防災組織等の構成員

とする。 

 （上級救命講習） 

第８条 上級救命講習の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）上級救命講習Ⅰの内容は、別表２の１のとおりとし、対象は、中

学生以上の者とする。 

（２）上級救命再講習の内容は、別表２の２のとおりとし、対象は、上

級救命講習Ⅰを修了した者とする。 

 （短時間救命講習） 



第９条 短時間救命講習の内容は、別表３のとおりとし、対象は、小学

４年生以上の者とする。 

２ 応急手当普及員を指導者として開催する短時間救命講習の対象は、

当該応急手当普及員が所属する事業所の従業員又は防災組織等の構成

員とする。 

 （その他の応急手当に関する講習） 

第１０条 その他の応急手当に関する講習は、前３条に掲げる講習以外

の応急手当に関する講習とする。 

 （救命講習会） 

第１１条 救命講習会は、普通救命講習、上級救命講習又は短時間救命

講習の開催をいう。 

２ 女性救命講習会は、救命講習会のうち、対象及び指導者（全般的な

説明を行う者を除く。）を女性に限定したものをいう。 

３ こども救命講習会は、対象を小学生に限定した短時間救命講習の開

催に、救急業務に関する事項の見学、体験等を含んだものをいう。 

 （救急フェア） 

第１２条 救急フェアは、救急の日及び救急医療週間に関連して行う応

急手当普及啓発活動をいう。 

 （受付） 

第１３条 局長及び署長は、次の各号に掲げる依頼に対し、救命講習会

の受付を行うものとする。 

（１）団体の場合は、救命講習会開催依頼書（様式第１号）及び救命講

習会受講者一覧表（様式第２号）によること。ただし、短時間救命

講習における救命講習会受講者一覧表は、救命講習会終了までに提

出すること。 

（２）個人の場合は、前号による依頼のほか、口頭、電話等により受け

付けることができるものとすること。この場合、救命講習会受講者

一覧表により対応するものとすること。 

 （修了証等の交付） 

第１４条 局長は、普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、

普通救命講習修了証（様式第３号）又は上級救命講習修了証（様式第



４号）を交付するとともに、普通救命講習修了証交付簿（様式第５

号）又は上級救命講習修了証交付簿（様式第６号）に記録するものと

する。 

２ 局長は、短時間救命講習を修了した者に対し、短時間救命講習参加

証（様式第７号）を交付するものとする。 

 （応急手当指導員講習） 

３ 局長は、応急手当普及員から普通救命講習又は短時間救命講習を修

了した旨の報告を受けた場合は、普通救命講習修了証（様式第３号）

又は短時間救命講習参加証（様式第７号）を交付することができるも

のとする。ただし、交付の対象者は、応急手当普及員が所属する事業

所の従業員又は防災組織等の構成員に限り、別に定める効果測定結果

をもって交付するものとする。 

第１５条 応急手当指導員講習の種類及び内容は、次の各号に掲げるも

のとする。 

（１）応急手当指導員講習Ⅰの内容は、別表４の１のとおりとする。 

（２）応急手当指導員講習Ⅱの内容は、別表４の２のとおりとする。 

２ 応急手当指導員講習の受付は、応急手当指導者講習受講申請書（様

式第８号の１）により行うものとする。 

 （応急手当指導員） 

第１６条 応急手当指導員は、消防職員及び市が委託する事業所（以下

「委託事業所」という。）の者のうち、次の各号に掲げる者とする。 

（１）救急救命士又は救急隊員の資格を有する者で、応急手当指導員講

習Ⅰを修了した者 

（２）救急救命士又は救急隊員の資格を有する者で、過去１年間におい

て応急手当普及啓発活動に３０時間以上従事した者 

（３）応急手当指導員講習Ⅱを修了した者 

（４）前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと局長

が認めた者 

（応急手当指導員の認定） 

第１７条 局長は、所属長又は委託事業所の長から応急手当指導員推薦

書（様式第９号）により推薦があった場合は、被推薦者の応急手当指



導員としての適正を勘案し、認定するものとする。ただし、前条第１

号及び前条第３号の者は、この推薦を受けることなく認定するものと

する。 

２ 局長は、認定した応急手当指導員に対し、応急手当指導員認定証

（様式第１０号）を交付するとともに、応急手当指導員認定証交付簿

（様式第１１号）に記録するものとする。 

３ 局長は、応急手当指導員が指導者としてふさわしくないと判断した

ときは、この認定を取り消すことができるものとし、この者に対し、

応急手当指導員認定証の返納を求めるとともに、応急手当指導員認定

証交付簿から抹消するものとする。 

（報告） 

第１８条 救命講習会を開催した応急手当指導員、応急手当インストラ

クター又は応急手当普及員は、救命講習会終了後、速やかに救命講習

会等結果報告書（様式第１２号）により、課長、署長又は委託事業所

の長に報告するものとする。ただし、署長は、救命講習会の指導者に

応急手当インストラクターを含めた場合は、同様式の写を課長に送付

するものとする。 

２ 委託事業所の長は、月ごとに救命講習会等結果報告書の記載事項を

取りまとめ、局長に報告するものとする。 

３ 消防職員は、その他の応急手当に関する講習を開催した場合は、速

やかに救命講習会等結果報告書により、課長又は署長に報告するもの

とする。 

 （委託事業所の応急手当指導員の研修） 

第１９条 委託事業所の長は、委託事業所の応急手当指導員に対し、応

急手当普及啓発活動に関する必要な研修を１年に１回以上実施するも

のとする。 

２ 委託事業所の長は、前項の研修を行った後、速やかにこの内容につ

いて局長に報告するものとする。 

 （応急手当指導員の養成） 

第２０条 局長は、応急手当指導員を養成するため、応急手当指導員講

習を計画的に開催するものとする。 



 （応急手当普及員講習） 

第２１条 応急手当普及員講習の種類及び内容は、次の各号に掲げるも

のとする。 

（１）応急手当普及員講習Ⅰの内容は、別表５の１のとおりとする。 

（２）応急手当普及員再講習の内容は、別表５の２のとおりとし、対象

は、応急手当普及員とする。 

２ 応急手当普及員講習の受付は、応急手当指導者講習受講申請書によ

り行うものとする。 

 （応急手当普及員） 

第２２条 応急手当普及員は、次の各号に掲げる者とする。 

（１）応急手当普及員講習Ⅰを修了した者 

（２）前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと局長が

認めた者 

 （応急手当普及員の認定） 

第２３条 局長は、前条第１号の者を応急手当普及員として認定するも

のとする。 

２ 局長は、前条第２号の者について、応急手当普及員認定申請書（様

式第１３号）により申請があった場合は、申請者の応急手当普及員と

しての適正を勘案し、認定するものとする。 

３ 局長は、認定した応急手当普及員に対し、応急手当普及員認定証

（様式第１４号）を交付するとともに、応急手当普及員認定証交付簿

（様式第１５号）に記録するものとする。 

４ 応急手当普及員の認定期間は、認定された日から３年間とする。た

だし、応急手当普及員再講習を修了した場合は、修了した日から３年

間とする。 

５ 局長は、応急手当普及員として認定した者がふさわしくないと判断

したときは、この認定を取り消すことができるものとし、この者に対

し、応急手当普及員認定証の返納を求めるとともに、応急手当普及員

認定証交付簿から抹消するものとする。 

 （応急手当インストラクター講習） 

第２４条 応急手当インストラクター講習の内容は、別表６のとおりと



し、対象は、満年齢７０歳未満の応急手当普及員とする。 

２ 応急手当インストラクター講習の受付は、応急手当指導者講習受講

申請書により行うものとする。 

 （応急手当インストラクター） 

第２５条 応急手当インストラクターは、千葉市市民参加及び協働に関

する条例（平成２０年千葉市条例第５号）に定める協働により、応急

手当普及啓発活動を推進する応急手当普及員をいう。 

２ 応急手当インストラクターは、各号に掲げるすべてを満たした者と

する。 

（１）応急手当インストラクター講習を修了した者 

（２）前号の講習を修了した後に救命講習会の見学を行った者 

 （応急手当インストラクターの登録） 

第２６条 局長は、応急手当インストラクター登録申請書（様式第１６

号）により申請があった場合は、申請者の応急手当インストラクター

としての適正を勘案し、登録するものとする。 

２ 局長は、登録した応急手当インストラクターに対し、応急手当イン

ストラクターの証（様式第１７号）を交付するとともに、応急手当イ

ンストラクターの証交付簿（様式第１８号）に記録するものとする。 

３ 応急手当インストラクターの登録期間は、登録された日から１年間

とする。ただし、登録期間満了日までに、次の各号のいずれかを満た

した場合は、登録期間を１年間、延長することができる。 

（１）救命講習会の指導者となった場合 

（２）応急手当インストラクター講習を修了した場合 

４ 前項各号のいずれかを満たす者で、登録期間内に満年齢７０歳に達

する者は、満年齢７０歳に達した日以降における最初の３月３１日を

超えない範囲で登録又は延長することができる。 

５ 局長は、応急手当インストラクターとして登録した者がふさわしく

ないと判断したときは、この登録を取り消すことができるものとし、

この者に対し、応急手当インストラクターの証の返納を求めるととも

に、応急手当インストラクターの証交付簿から抹消するものとする。 

 （応急手当インストラクターの特例） 



第２７条 応急手当インストラクターの登録期間満了日が応急手当普及

員の認定期間満了日よりも後日となった場合は、応急手当インストラ

クターの登録期間満了日を応急手当普及員の認定期間満了日とみなす

ことができる。 

 （応急手当インストラクターの出向） 

第２８条 課長及び署長は、応急手当インストラクターの出向を依頼す

る場合は、応急手当インストラクター出向依頼書（様式第２２号）に

より局長あて依頼するものとする。 

２ 局長は、前項の規定により、出向依頼があった場合は、当該救命講

習会の種類、内容、出向先に応じ、適当と認める応急手当インストラ

クターを出向させるものとする。 

 （応急手当インストラクターに対する報償金） 

第２９条 課長は、応急手当インストラクターに対し、別に定めるとこ

ろにより、報償金を支払う手続きを行うものとする。 

（応急手当ジュニアインストラクター講習） 

第３０条 応急手当ジュニアインストラクター講習の内容は、別表７の

とおりとし、対象は、こども救命講習を受講した小学生又はこども救

命講習と同等の学校教育を受けた小学生とする。 

２ 応急手当ジュニアインストラクター講習の受付は、応急手当ジュニ

アインストラクター講習受講申請書（様式第８号の２）により行うも

のとする。 

（応急手当ジュニアインストラクター） 

第３１条 応急手当ジュニアインストラクターは、前条に定める応急手

当ジュニアインストラクター講習を修了した者をいう。 

 （応急手当ジュニアインストラクターの登録） 

第３２条 局長は、応急手当ジュニアインストラクター登録申請書兼承

諾書（様式第１９号）により申請があった場合は、申請者の応急手当

ジュニアインストラクターとしての適正を勘案し、登録するものとす

る。 

２ 局長は、登録した応急手当ジュニアインストラクターに対し、応急

手当ジュニアインストラクターの証（様式第２０号）を交付するとと



もに、応急手当ジュニアインストラクターの証交付簿（様式第２１

号）に記録するものとする。 

３ 応急手当ジュニアインストラクターの登録期間は、登録された日か

ら１年間とする。ただし、登録期間満了日までに、次の各号に掲げる

ものを満たした場合は、登録期間を１年間、延長することができる。 

（１）こども講習会の指導者となった場合 

（２）応急手当ジュニアインストラクター講習を修了した場合 

（３）その他局長が特に認めた場合 

４ 前項に定める応急手当ジュニアインストラクターの登録期間延長の

上限は、原則として、中学３年に達した日以後における最初の３月３

１日までとする。 

５ 局長は、応急手当ジュニアインストラクターとして登録した者がふ

さわしくないと判断したときは、この登録を取り消すことができるも

のとし、この者に対し、応急手当ジュニアインストラクターの証の返

納を求めるとともに、応急手当ジュニアインストラクターの証交付簿

から抹消するものとする。 

（応急手当ジュニアインストラクターの出向依頼） 

第３３条 課長及び署長は、応急手当ジュニアインストラクターの出向

を依頼する場合は、応急手当ジュニアインストラクター出向依頼書

（様式第２３号）により局長あて依頼するものとする。 

（指導者） 

第３４条 救命講習会の指導者は、応急手当指導員、第２８条第２項の

規定により局長が適当と認めた応急手当インストラクター又は応急手

当普及員のいずれかに該当するものとする。ただし、上級救命講習の

指導者は、応急手当指導員とする。 

２ こども救命講習会の指導者に、前項に定める指導者に加え、応急手

当ジュニアインストラクターを含めることができる。 

３ 応急手当指導員講習、応急手当普及員講習、応急手当インストラク

ター講習の指導は、指導者として高度な知識及び技能並びに十分な経

験を有する応急手当指導員が行うものとする。 

４ 応急手当ジュニアインストラクター講習の指導者に限り、前項に定



める応急手当指導員に加え、応急手当インストラクターを含めること

ができる。 

（応急手当指導員等の責務） 

第３５条 応急手当指導員及び応急手当普及員（本条において「応急手

当指導員等」という。）は、応急手当普及啓発活動が計画的かつ効果

的に行えるよう、応急手当に関する知識及び技術並びに指導方法につ

いて、常に研鑽に努めるものとする。 

２ 応急手当指導員等は、救命講習会における指導に際し、受講者の応

急手当に関する知識、技術等を勘案し、受講者が理解しやすい内容と

するよう心がけるほか、言動及び接遇に十分配慮し、熱意及び誠実を

もった態度で臨むものとする。 

３ 応急手当指導員等は、救命講習会における指導に際し、資器材の衛

生に十分配慮するとともに、受講者の感染防止に努めるものとする。 

 （資器材） 

第３６条 課長及び署長は、資器材の機能が損なわれることのないよう、

常に点検及び整備を行い、適切な維持管理に努めるものとする。 

２ 指導者が資器材を借用する場合は、応急手当普及啓発活動用資器材

借用依頼書（様式第２０号）により、課長又は署長に依頼するものと

する。 

３ 課長及び署長は、指導者に資器材を貸し出した場合は、応急手当普

及啓発活動用資器材貸出簿（様式第２１号）に記入するものとする。 

 （委任） 

第３７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行日の前に、普通救命講習Ⅰ若しくは普通救命講習Ⅱ

又は上級救命講習を修了した者については、第７条第１項第１号若し

くは同項第２号又は第８条第１号に規定されるものを修了した者とみ

なす。 



３ この要綱の施行日の前の普通救命講習Ⅲ又は救急フェスティバルに

ついては、第１０条又は第１２条に規定されるものとみなす。 

４ この要綱の施行日の前に、応急手当指導員講習Ⅰ若しくは応急手当

指導員講習Ⅲ又は応急手当指導員講習Ⅱを修了した者については、第

１５条第１項第１号又は同項第２号に規定されるものを修了した者と

みなす。 

５ この要綱の施行日の前に、応急手当普及員講習Ⅰ又は応急手当普及

員講習Ⅱを修了した者については、第２１条第１項第１号に規定され

るものを修了した者とみなす。 

６ この要綱の施行日の前に、応急手当指導員認定証が交付された者に

ついては、第１６条第１項に規定される者に限り、第１７条第１項に

規定される認定されたものとみなす。 

７ この要綱の施行日の前に、応急手当普及員認定証が交付された者に

ついては、第２３条第１項に規定される認定されたものとみなす。た

だし、応急手当普及員講習Ⅰ又は応急手当普及員講習Ⅱを修了せずに

応急手当普及員認定証が交付された者については、第２３条第２項に

規定される認定されたものとみなす。 

    

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第２６条

第４項の改正規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２８年３月３１日までに満年齢６９歳以上に達する者のうち、

第２６条第３項を満たす者は、その期間を２回を限度に延長すること

ができるものとし、なお従前のとおりとする。 

附 則 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

 

 

 



別表１の１ 普通救命講習Ⅰ

１　到達目標

１　主に成人を対象とした心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度でき

　る。

２　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について理解し、正しく使用できる。

３　異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

２　標準的な実施要領

１　講習は、実習を主体とする。

２　資器材１式に対し、受講者を５人以内とする。

３　指導者１人に対し、受講者を１０人以内とする。

３　講習内容

応急手当の重要性 応急手当の目的、必要性（心停止の予防等

を含む）等

救命に必要な 心肺蘇 基本的心肺蘇 反応の確認及び通報

応急手当（主 生法 生法 胸骨圧迫要領

に成人に対す 気道確保要領

る方法） 口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

ＡＥＤの使用 ＡＥＤの使用方法（ビデオ等）

法 指導者による使用法の展示

ＡＥＤの取扱要領

異物除去法 異物除去要領

効果確認 心肺蘇生法の効果確認

止血法 直接圧迫止血法

合計時間

４　備考

　３年毎に定期的な再講習を行うこと。

１５

１８０

時間
（分）

項　目 細　目

１６５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１の２ 普通救命講習Ⅱ

１　到達目標

１　主に成人を対象とした心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度でき

　る。

２　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について理解し、正しく使用できる。

３　異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

２　標準的な実施要領

１　講習は、実習を主体とする。

２　資器材１式に対し、受講者を５人以内とする。

３　指導者１人に対し、受講者を１０人以内とする。

３　講習内容

応急手当の重要性 応急手当の目的、必要性（心停止の予防等

を含む）等

救命に必要な 心肺蘇 基本的心肺蘇 反応の確認及び通報

応急手当（主 生法 生法 胸骨圧迫要領

に成人に対す 気道確保要領

る方法） 口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

ＡＥＤの使用 ＡＥＤの使用方法（ビデオ等）

法 指導者による使用法の展示

ＡＥＤの取扱要領

異物除去法 異物除去要領

効果確認 心肺蘇生法の効果確認

止血法 直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知 知識の確認

識の確認（筆記試験）

心肺蘇生法に関する実 シナリオを使用した実技の評価

技の評価（実技試験）

合計時間

４　備考

１　業務の内容や活動領域の性格から、一定の頻度で心停止者に対し、応急の対応をする

　ことが期待又は想定される者を対象とすること。

２　筆記試験及び実技試験は、客観的評価を行い、原則として８０％以上を理解できたこ

　とを合格の目安とすること。

３　３年毎に定期的な再講習を行うこと。

６０

２４０

１５

１６５

項　目 細　目
時間

（分）

 

 

 

 

 

 



別表１の３ 普通救命講習Ⅲ

１　到達目標

１　主に小児、乳児及び新生児を対象とした心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要

　する時間程度できる。

２　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について理解し、正しく使用できる。

３　異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

２　標準的な実施要領

１　講習は、実習を主体とする。

２　資器材１式に対し、受講者を５人以内とする。

３　指導者１人に対し、受講者を１０人以内とする。

３　講習内容

応急手当の重要性 応急手当の目的、必要性（心停止の予防等

を含む）等

救命に必要な 心肺蘇 基本的心肺蘇 反応の確認及び通報

応急手当（主 生法 生法 胸骨圧迫要領

に小児、乳児 気道確保要領

及び新生児に 口対口（口鼻）人工呼吸法

対する方法） シナリオに対応した心肺蘇生法

ＡＥＤの使用 ＡＥＤの使用方法（ビデオ等）

法 指導者による使用法の展示

ＡＥＤの取扱要領

異物除去法 異物除去要領

効果確認 心肺蘇生法の効果確認

止血法 直接圧迫止血法

合計時間

４　備考

　３年毎に定期的な再講習を行うこと。

１８０

項　目 細　目
時間

（分）

１５

１６５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１の４ 応急手当ＷＥＢ講習

１　到達目標

１　心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

２　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について理解し、正しく使用できる。

３　異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

２　標準的な実施要領

１　ｅ－ラーニング受講後、概ね１ヶ月以内の実技受講とする。

２　実技講習内容は短時間救命講習とする。

３　講習内容（ｅ－ラーニング）

応急手当の重要性 応急手当の目的、必要性（心停止の予防等

を含む）等

救命に必要な 心肺蘇 基本的心肺蘇 反応の確認及び通報

応急手当 生法 生法 胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

ＡＥＤの使用 ＡＥＤの使用方法

法 使用法の展示

ＡＥＤの取扱要領

異物除去法 異物除去要領

効果確認 一次救命処置の知識習得確認

４　備考

　３年毎に定期的な再講習を行うこと。

項　目 細　目
時間

（分）

－

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２の１ 上級救命講習Ⅰ

１　到達目標

１　心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

２　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について理解し、正しく使用できる。

３　異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

４　傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

２　標準的な実施要領

１　講習は、実習を主体とする。

２　資器材１式に対し、受講者を５人以内とする。

３　指導者１人に対し、受講者を１０人以内とする。

３　講習内容

応急手当の重要性 応急手当の目的、必要性（心停止の予防等

を含む）等

救命に必要な 心肺蘇 基本的心肺蘇 反応の確認及び通報

応急手当（成 生法 生法 胸骨圧迫要領

人、小児、乳 気道確保要領

児及び新生児 口対口人工呼吸法

に対する方 シナリオに対応した心肺蘇生法

法） ＡＥＤの使用 ＡＥＤの使用方法（ビデオ等）

法 指導者による使用法の展示

ＡＥＤの取扱要領

異物除去法 異物除去要領

効果確認 心肺蘇生法の効果確認

止血法 直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知 知識の確認

識の確認（筆記試験）

心肺蘇生法に関する実 シナリオを使用した実技の評価

技の評価（実技試験）

その他の応急 傷病者管理法 衣類の緊縛解除

手当 保温法

体位管理

外傷の手当要領 包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

搬送法 搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

４　備考

１　業務の内容や活動領域の性格から、一定の頻度で心停止者に対し、応急の対応をする

　ことが期待又は想定される者を対象とすること。

２　筆記試験及び実技試験は、客観的評価を行い、原則として８０％以上を理解できたこ

　とを合格の目安とすること。

３　３年毎に定期的な再講習を行うこと。

項　目 細　目
時間

（分）

１５

２８５

４８０

６０

１２０

 



別表２の２ 上級救命再講習

１　到達目標

１　心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

２　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について理解し、正しく使用できる。

３　異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

４　傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

２　標準的な実施要領

１　講習は、実習を主体とする。

２　資器材１式に対し、受講者を５人以内とする。

３　指導者１人に対し、受講者を１０人以内とする。

３　講習内容

応急手当の重要性

救命に必要な応急手当

その他の応急手当

合計時間

４　備考

　３年毎に定期的な再講習を行うこと。

時間
（分）

１８０

項　目

１８０

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３ 短時間救命講習

１　到達目標

１　胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

２　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を使用できる。

２　標準的な実施要領

１　講習は、実習を主体とする。

２　資器材１式に対し、受講者を３人以内とする。

３　指導者１人に対し、受講者を２０人以内とする。

３　講習内容

応急手当の重要性 応急手当の目的、必要性（心停止の予防等

を含む）等

救命に必要な 心肺蘇 基本的心肺蘇 反応の確認及び通報

応急手当（主 生法 生法 胸骨圧迫要領

に成人に対す 気道確保要領（展示、体験又は習得）

る方法） 口対口人工呼吸法（展示、体験又は習得）

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧

迫まで

ＡＥＤの使用 ＡＥＤの使用方法（ビデオ等）

法 ＡＥＤの取扱要領

止血法 直接圧迫止血法

合計時間

４　備考

次回は、普通救命講習を受講するよう勧めること。

９０

項　目 細　目
時間

（分）

１０

８０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表４の１ 応急手当指導員講習Ⅰ

１　講習内容

指導要領 指導技法

救命に必要な応急手当の指導要領

※　心肺蘇生法に関する知識の確認（筆記試験）

　及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価（実

　技試験）を含む。

その他の応急手当の指導要領

各種手当の組合せ及び応用の指導要領

効果測定及び指導内容に関する質疑への対応

合計時間

２　備考

　救命に必要な応急手当とは、心肺蘇生法及び止血法（感染防止を含む。）を意味する。

　その他の応急手当とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。

４５

項　目

４８０

６０

 時間（分）

２４０

９０

４５

４３５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表４の２ 応急手当指導員講習Ⅱ

１　講習内容

基礎的な知識技能 基礎知識（講義）

救命に必要な応急手当の基礎実技

その他の応急手当の基礎実技

指導要領 基礎医学、資器材の取扱要領及び指導技法

救命に必要な応急手当の指導要領

※　心肺蘇生法に関する知識の確認（筆記試験）

　及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価（実

　技試験）を含む。

その他の応急手当の指導要領

各種手当の組合せ及び応用の指導要領

効果測定及び指導内容に関する質疑への対応

合計時間

２　備考

　基礎知識（講義）とは、応急手当指導員及び応急手当普及員の認定、応急手当の重要

性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

　基礎医学とは、解剖生理学及び感染防止を意味する。

　救命に必要な応急手当とは、心肺蘇生法及び止血法（感染防止を含む。）を意味する。

　その他の応急手当とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。

１２０

１，４４０

２４０

１８０

４８０

２４０

８４０

項　目  時間（分）

６０

３００

１８０

１２０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表５の１ 応急手当普及員講習Ⅰ

１　講習内容

基礎的な知識技能 基礎知識（講義）

救命に必要な応急手当の基礎実技

その他の応急手当の基礎実技

指導要領 基礎医学、資器材の取扱要領及び指導技法

救命に必要な応急手当の指導要領

※　心肺蘇生法に関する知識の確認（筆記試験）

　及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価（実

　技試験）を含む。

各種手当の組合せ及び応用の指導要領

効果測定及び指導内容に関する質疑への対応

合計時間

２　備考

　基礎知識（講義）とは、応急手当指導員及び応急手当普及員の認定、応急手当の重要

性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

　基礎医学とは、解剖生理学及び感染防止を意味する。

　救命に必要な応急手当とは、心肺蘇生法及び止血法（感染防止を含む。）を意味する。

　その他の応急手当とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。

１，４４０

３００

７８０３６０

１２０

１２０

項　目  時間（分）

１２０

５４０２４０

１８０

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表５の２ 応急手当普及員再講習

１　講習内容

救命に必要な応急手当の指導要領

合計時間

２　備考

　本講習は、応急手当指導技能の維持又は向上を図るものである。

　指導実技を実施させ、手順及び要領について、修正が必要なものを重点的に指導する。

　また、想定課題に基づく指導要領について展示させ、同様に指導する。

　救命に必要な応急手当とは、心肺蘇生法及び止血法（感染防止を含む。）を意味する。

項　目
時間

（分）

１８０

１８０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表６ 応急手当インストラクター講習

１　講習内容

指導要領 救命講習会の開催方法

救命に必要な応急手当の指導要領

※　心肺蘇生法に関する知識の確認及び心肺蘇生

　法の指導に関する実技の評価

資器材の取扱要領

指導内容に関する質疑への対応

合計時間

２　備考

　救命に必要な応急手当とは、心肺蘇生法及び止血法（感染防止を含む。）を意味する。

１５

１８０

項　目  時間（分）

６０

１６５６０

４５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表７ 応急手当ジュニアインストラクター講習

１　講習内容

指導（補助）要領 こども救命講習会の開催方法

救命に必要な応急手当の指導（補助）要領

※　心肺蘇生法に関する知識の確認及び心肺蘇生

　法の指導に関する実技の評価

資器材の取扱要領

指導内容に関する質疑への対応

合計時間

２　備考

１５

１８０

　救命に必要な応急手当とは、心肺蘇生法（感染防止を含む。）を意味する。

項　目  時間（分）

６０

１６５６０

４５

 


