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概要

平成21年３月15日（日）に、「第12回東京・荒川市民
マラソン in ITABASHI」が開催された。

12回目を迎えたこの大会は、荒川河川敷において日本
陸上連盟公認コースとして、約２万人の健脚達がエント
リーした。（写真１）

この大会に先立ち、２月２日の東京・荒川市民マラソ
ン大会実行委員会（会長 板橋区長 坂本 健）からの帝京
大学学生による救護ボランティア協力の要請を受け、関
係部署と協議のうえ、この依頼を受けることとしたもの
である。なお、本学では日本陸上連盟公認のフルマラソ
ンにおける救護ボランティア参加は、今回が初めての経
験となった。

救護ボランティアとして参加する学生は、医療技術学
部スポーツ医療学科救急救命士コース２年生10名と、医
学科３年生・看護学科３年生10名の計20名である。また
ボランティア救護本部待機要員として、附属病院救命救
急センター主任教授の坂本哲也先生、救命救急センター
看護師１名、そして救急救命士コースからは３名の教員
が参加した。

ボランティア活動概要としては、20名の学生を二人１
組・10個班に編成し、AEDをはじめ応急手当器材の入っ
たリュックを背負い、自転車でコース内の指定されたブ
ロックを担当し巡回するものである。

この二人１組の救護班に対し、大会本部救護所に待機
する救護ボランティア統括者（救急救命士コース教員）
が事故の発生したブロックを管轄する救護班に対し、用
意されたPHS携帯電話を活用し指示を出し、指示を受け
た救護班は、事故発生現場へ自転車で急行して、ラン
ナーの救護活動を行うというものである。

荒川河川敷コース

荒川河川敷マラソンコースは、メイン会場の大会本部
（戸田橋北側）前をスタートし、荒川大橋　→　鹿浜橋
　→　江北橋　→　扇大橋　→　西新井橋　→　千住新
橋　→　堀切橋　→　四ツ木橋、そして平井大橋の計10
の 橋 を 通 過 し、 荒 川 大 橋 手 前 で 折 り 返 す、 片 道
21.1005kmのコースである。（次頁図１参照）

事前訓練

本学では、救護ボランティアとして参加するに当た
り、３月５日ランナーの事故を想定した事前シミュレー
ション訓練を行った。

救急救命士コース２年生の実習授業においては、外傷
例・急病例等シナリオに基づいた臨床実習ⅠならびにⅡ
を修了しているが、実際の現場活動経験がないため、観
察・処置要領、救護本部への報告要領また、救急車要請
可否の判断等について、円滑な救護活動が展開できるよ
うに。

マラソンコースの各ブロック担当救護班二人１組、10
個班に対しそれぞれ異なる事故想定を付与し、傷病者接
触からの傷病者情報、観察結果、救急車を含む搬送車要
請可否の判断及び救護本部への報告要領等について統一
化を図ることを目的として実施した。

ブロック配置担当班の指定と携行装備

荒川市民マラソンコースの救護担当ブロックは、大会
運営側により10のブロックに分けられていたので、本学
救護ボランティアもそれに準拠し10個班に編成した。

医学科・看護学科３年生10名と、救急救命士コース２
年生10名を振り分け、各班３年生をブロック担当責任者
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とした。（写真２）
本学の学生救護ボランティア班には、大会本部から以

下のとおり、携行装備（ボランティア活動用資器材）が
10個班分用意されていた。（表１）

担当ブロックでの準備

救護ボランティアに配置された資器材は、AED １台、
現場連絡用PHS ２台を含む携行装備一式（表１）が渡
され、メイン会場より送迎バスにて各担当ブロックへと
移動した。

各ブロックに配置されてある自転車２台の点検も含
め、AEDの点検と携行装備の確認を実施した。

PHSは、救護活動と情報伝達を円滑に実施するための

重要な通信手段であるため、ボランティア救護本部も含
め、１台を送信用、もう１台を受信専用とした。

各救護班がPHSの取り扱いと通信感度を確認する必要
から、各担当ブロックに到着した救護班は、準備完了し
た時点で送信用PHSにより救護本部の受信用PHSに準備
完了の報告を行うと同時に、救護本部からは送信用PHS
にて各救護班の受信用PHSに通信試験を実施した。

９時前には10個班からの救護活動準備完了の連絡が順
次入り、マラソンスタートの号砲を待った。

事故発生の認知

学生ボランティアによる救護班の活動は、事故発生を
認知することから始まる。これは、担当ブロック内を巡
回中に事故発生等を目撃する場合、あるいはランナーか
らの情報により認知する場合。そして救護本部からの指
示を受けて事故発生を認知する場合などがある。いずれ
の場合においても迅速な対応が求められるため、学生に
とっては最終ランナーがゴールするまでは緊張の連続で
ある。（写真３）

マラソンスタートの９時までには全救護班活動準備を
完了し配置についた。最終ランナーのゴール予想時間は
16時30分。これから救護ボランティア活動の長い１日の
始まりである。

表１　救護ボランティア１個班用携行装備

１ 自転車　　　２台（軽快車）
２ ＡＥＤ　　　１台（日本光電製 AED-9200）
３ 携帯電話　　２台（PHS）
４ 応急手当資材（リュック詰め）

①三角巾 ②滅菌ガーゼ
③サージカルテープ ④バンドエイド
⑤ポケットマスク ⑥タオル　２枚
⑦手袋 ⑧ビニール袋
⑨軍手（２双） ⑩雨合羽
⑪スタッフウェア ⑫ビブス（救護用）

図１　荒川河川敷マラソンコース



帝京大学スポーツ医療研究　第２巻（2010年２月）

−　21　−

救護活動

本部救護所には、大会本部役員・医師・看護師、消防
署警戒本部が置かれ、その中に我が帝京大学の救護ボラ
ンティア統括者（教員）も配置され傷病者発生により関
係機関との横の連絡を密にとれるようにした。

また、救護ボランティアの学生には、傷病者の観察結
果から、救護所への搬送がボランティアによる介助で可
能なのか、搬送車が必要か、あるいは救急車対応と判断
されるのかなどについて、簡潔的確に報告させることと
した。

荒川市民マラソンは予定通り９時に、打ち上げ花火の
合図とともにスタートした。

９時45分、救護ボランティア統括者の受診用PHSが喧
噪の本部テント内で鳴り響いた。

第５ブロック担当班（6.5km地点）より、「46歳女性、
右足の痛みで動けなくなった模様。」ボランティア統括
者からの指示は、「観察結果を報告せよ。」

９時47分、救護ボランティアが歩行介助し近くの救護
所へ搬送。この女性は右足の痛みが強くレースリタイア

を申し出たため、搬送車を要請し、持ち場に戻った。
その後、巡回中の学生ボランティアから傷病者発生の

連絡が相次いだ。９時のスタートから15時までの間に13
件の救護活動が繰り広げられた。（表２）

13時45分、２ブロック担当の救護班から一報が入っ
た。「60歳男性、走行中胸が苦しくなり動けなくなった
模様。」PHSからは学生の多少慌てている様子がうかが
えた。救護ボランティア統括者の指示は、「落ち着いて
対応し、観察結果を連絡しなさい。」

２ブロック担当は、医学科３年男子と救命士コース２
年女子。第２報は、傷病者情報（年齢・性別・既往歴・
ゼッケン番号）に加え、観察結果が手際よく簡潔にもた
らされた。

この60歳男性の胸痛については、発症時間や痛みの程
度等、本部救護所に待機している医師らと協議し、救急
車搬送が必要と判断されたため、消防署警戒本部に救急
車出動の要請を行った。

コース内への救急車到着に時間がかかると予想された
ため、大会本部から現場近くの救護所に連絡し、待機し

表２　学生救護ボランティアの救護事案

発生時間 救　　護　　概　　要
１ 09時45分 46歳女性、右足の痛みで走れず。救護所まで歩行介助、搬送車要請。
２ 11時00分 74歳女性、走行中気分が悪くなったもの。医師待機所まで歩行介助。
３ 12時05分 23歳男性、腰の痛みと足の痺れ、救護所まで歩行介助。搬送車要請。
４ 12時23分 男性、足が痙攣したもの。観察後本人自力にて救護所へ。
５ 12時33分 34歳男性、気分不快、嘔吐あり。観察結果から歩行不能と判断し搬送車を要請。前記３の

男性とともに搬送車に収容。
６ 12時43分 ランナーからの通報で「女性が救護を待っている。」とのこと。自転車にて向かうと中年

女性がコース上で動けなくなっているもの。意識等問題ないが、搬送車を要請。
７ 12時56分 46歳女性、右大腿部内側の痛みで走れなくなったもの。搬送車要請。
８ 13時04分 男性、コース上にて転倒、擦過傷のためバンドエイドにて処置。レースに復帰。
９ 13時23分 57歳女性、走行中に気分不快、嘔吐あり。救護所で休憩させるが本人リタイア申し出。搬

送車要請。
10 13時31分 31.5km付近で動けない人がいるとの通報。救護班を向かわせると、右足がつったもの。

搬送車要請。
11 13時45分

14時35分

60歳男性、走行中胸が苦しくなり動けなくなったもの。
※ 観察結果→救急車要請。10分くらい前から息苦しく、胸が痛くなったとのこと。40km

地点で嘔吐1回あり。意識レベルJCSⅠ−１、呼吸速く、脈橈骨で弱い。
救護所待機の医師到着。血圧110/70、脈72回（弱く）救急車到着し医療機関へ搬送。

12 時間不明 66歳男性、10ブロック水門付近の往路上、両下肢の痙攣で動けない。観察結果から搬送車
要請。

13 14時50分 55歳女性、貧血状態となり歩行不能。観察後救護所まで歩行介助し、搬送車を要請。

※表中の「搬送車」については、各救護所に配置されているランナー搬送用車両（ワゴン車等）をいう。
※12番の時間不明事案は、11番目の事案対応追われている中で発生したもので、救護本部での発生時間記録漏れ。
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ている医師を向かわせることにした。
医師到着まで不安であろうことが推察できるため、救

護本部統括者より、「二人で力を合わせて観察を継続し
て下さい。」とエールを送った。

13件の救護活動のうち、救急車搬送が１件。それ以外
は事故発生現場での観察と介助で事なきを得た。

懸念されていた心肺停止症例は、幸いにも１件もな
かったことに安堵し、学生ボランティア全員に対し撤収
の指示を出すことができた。

一方、救護本部テント内はゴールしたランナーが何ら
かの処置を求め自力で訪れたため、医師を中心とした救
護スタッフが対応に追われていた。（写真４）

おわりに

「第12回東京・荒川市民マラソン in ITABASHI」の
フルマラソンにおける救護ボランティア活動は、参加し
た学生にとって大変有意義な一日となり、又、教員に
とっても貴重な経験となった。

帝京大学、帝京大学医学部附属病院に近隣する地域の
一大イベントに、帝京大学という看板を背負って参加・
活動できたことに喜びを感ずるものである。

特に一つの仕事をやり遂げた学生の顔は、20人全員の
笑顔が美しく輝いており、それぞれがひとつ成長したよ
うに思われた。（写真５）

スポーツ競技中における心臓突然死の発生頻度が高い
と言われて久しいが、こうした事態となったときの迅速
的確な救護活動を考えたときに、ボランティアとは言
え、主催者側の救護体制の中にしっかりと位置づけられ
たその役割の大切さをボランティアに参加した学生とと
もに改めて認識している次第である。
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写真１　スタートを待つランナー

写真２　１ブロック担当班
（右は医学科３年生、左が救命士コース２年生）
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写真３　コース外で待機する学生
（左側救護所テント前にて待機する学生）

写真４　ゴール後に手当を受けるランナー
（救護本部テント前にて）

写真５　帝京大学救護ボランティア学生
（オレンジ色のビブス着用が学生、著者後列左）


