
埼玉県防災学習センター

※手話通訳付きビデオ
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ﾋﾞﾃﾞｵ№ ビ�デ�オ�タ�イ�ト�ル 内����容 時間 制作・企画 備�考

12
ご存知ですか�−防災ミニ百科−����救急・救助編

−
人工呼吸、心臓マッサージ、止血、骨折、やけど、誤飲等
の応急処置の方法と、正しい119番通報について。

30 読売新聞社 防災知識

56 知っておきたい応急手当
急病人やけが人が発生したとき、救急車が到着するまでの応急

処置が大切な命を救う。人工呼吸、心臓マッサージ、止血、やけ

どなどの応急手当を解説。

22 東文㈱ 防災知識（2）

74
阪神淡路大震災�������������災害時の保健婦の活

動

平成7年1月17日の未明を襲った阪神淡路大震災。震災直後か

ら4ヶ月後までの地元の保健婦と全国からの応援保健婦の活動

を記録。

37 （社）日本看護協会 防災知識（2）

76
応急手当ビデオシリーズ�1������������あなたもでき

る応急救護
応急手当の目的及び応急手当の必要性などを解
説。

15 東映㈱ 防災知識

77
応急手当ビデオシリーズ�2���������人工呼吸と心臓

マッサージ
人工呼吸、心臓マッサージの方法を解説。 15 東映㈱ 防災知識

78
応急手当ビデオシリーズ�3�������止血と外傷の手

当て
止血の方法とその他の外傷の手当ての方法を解
説。

15 東映㈱ 防災知識

79
応急手当ビデオシリーズ4��������傷病者の管理と

運び方
応急手当後の傷病者の管理と運び方を解説。 15 東映㈱ 防災知識

91
応急手当指導教育ビデオ�������������������技術指導の実際心肺

蘇生法
住民に応急手当の正しい知識と技術を普及するた
めの講習などで、的確な指導が行えるよう紹介。

30
自治省消防庁����������������救急救助課

インターメディカ
防災知識（3）

92
応急手当指導教育ビデオ����������������������自信のもてる指導法

講習会の心構えと話し方
応急手当指導者に必要なノウハウをあらゆる角度
から紹介。

25
自治省消防庁����������������救急救助課

インターメディカ
防災知識（3）

93
応急手当指導教育ビデオ����������������������勇気を出して！

応急手当救急車が来る前に

事故発生から収容されるまでの状況を示し、いかに応急手当が必

要か、命を救うためには何が必要かをわかりやすく、印象的に紹

介。

13
自治省消防庁�����������������救急救助課

インターメディカ
防災知識（3）

155
応急手当ビデオシリーズ�������������������これだけは知っておきた

い応急手当��������������応急手当の基本�①
救急車が来るまでにすべきこと、また急病の際に状
況に応じて、実行したい手当てを具体的に紹介。

32 ㈱インターメディカ 防災知識（2）

156
応急手当ビデオシリーズ�������������������これだけは知っておきた

い応急手当��������������応急手当の基本�②

けがの部位別、事故の場面ごとに、身近なものを使って
誰にでもできる応急手当の方法をわかりやすく紹介。

27 ㈱インターメディカ 防災知識   （2）

158
応急手当ビデオシリーズ���������������������これだけは知っておき

たい応急手当���������������お年寄りの応急手当
お年寄りに多い病気のケースなどを取り上げて、緊
急時の対応と気になる症状への対処方法を紹介。

22 ㈱インターメディカ 防災知識（2）

158
応急手当ビデオシリーズ���������������������これだけは知っておき

たい応急手当���������������乳児の応急手当

緊急時にご両親があわてず冷静に行動できるよう、赤ちゃんに多

いやけど、ひきつけなどのけがや症状への対応を具体的に紹介し

ている。

20 ㈱インターメディカ 防災知識（2）

159
応急手当ビデオシリーズ��������������������これだけは知っておきた

い応急手当��������������幼児の応急手当
幼児に多い事故やけが、症状への対処法を紹介。
予防や観察のポイントも教えてくれる。

20 ㈱インターメディカ 防災知識（2）

160
目で見る救急業務①��������������救急隊員の基本

的な活動
発病や事故発生から医療機関に至るまでの救急活
動を、交通事故を例に挙げて紹介している。

15
（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  �����  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

161 目で見る救急業務②�����������生体の体表
体表の名称を、人の体や解剖標本などを使って具
体的に紹介している。

20
（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  ������  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

162 目で見る救急業務③��������������人体の内部
大脳、小脳、くも膜など、標本を使い脳の内部を詳しく紹
介。人体内部を頭部から下肢へと順番に説明している。

21
（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  �������  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

163 目で見る救急業務④��������������観察
事故などが発生したときに、救急隊員が傷病者の
状況を観察するときのポイントを詳しく説明してい
る。

15
（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  ������  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

164
目で見る救急業務⑤��������������気道確保と心肺

蘇生
気道確保と人工呼吸の手順を、資器材を使いながら説明。また心

マッサージ、心肺蘇生法を大人、乳幼児に分けて詳しく紹介。
20

（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  ������  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

165 目で見る救急業務⑥���������������出血と止血
手足をはじめ、体の部位別に出血したときの止血方法を紹介して

いる。また、出血した際の体位や運搬方法についても説明してい

る。

17
（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  ��������  ㈱インターメ

ディカ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）
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166 目で見る救急業務⑦���������������創傷と応急処置
創傷について詳しく説したり、包帯の巻き方や骨折による痛み、悪

化を防ぐために用いる固定用資器材の扱い方についても紹介。
18

（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  �������  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

167
目で見る救急業務⑧�����������救急資器材の使い

方

救急資器材は傷病者に対して応急処置を行う場合の救急資器材

と、救急活動を円滑に行うための資器材とに分かれる。これらの

資器材の扱い方を詳しく紹介。

21
（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  ������  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

168 目で見る救急業務⑨�������������感染防止
救急隊員は感染防止のため、平常時からの対策が必要となる。こ

こでは、患者・救急隊員や救急車内からの資器材からの感染を防

ぐために、消毒方法等を具体的に紹介。

18
（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  �����  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

169 目で見る救急業務⑩��������������ショック
ショックとは何か、どうしたら起こるかなど、ショックの症状と観察

ポイント、その応急処置をテーマに講義しながら紹介。
30

（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  � ����� ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

170 目で見る救急業務⑪��������������外傷の観察
交通事故や転落事故などによる外傷について、症状・観察ポイン

トなどをテーマに講義しながら紹介。
30

（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  ������  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

171 目で見る救急業務⑫���������������外傷の応急処置 23
（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  ��������  ㈱インターメ

ディカ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

172 目で見る救急業務⑬��������������急性中毒・異物 30
（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  �������  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

173 目で見る救急業務⑭���������������心臓発作 30
（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  �������  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

174
目で見る救急業務⑮���������������意識障害・けいれ

ん
30

（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  ������  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

175
目で見る救急業務⑯���������������呼吸困難・酸素

吸入
30

（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  � ����� ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）

176 目で見る救急業務⑰���������������分娩と新生児 30
（財）消防科学総合ｾﾝﾀｰ  �������  ㈱インターメディ

カ

救急隊員      ���必携ビ

デオ（1）


