
 
 

社団法人日本山岳ガイド協会 会員と山岳関係者の為の講習会 
 

平成22年度山岳ガイドファーストエイド講習会 

 東北会場 参加募集要項 
 

主催： 社団法人日本山岳ガイド協会 

運営： 社団法人日本山岳ガイド協会 

ファーストエイド委員会 

 
１、開催にあたって（目的）： 
  この講習会は、平成20年度より新規開設された本会ファーストエイド委員会により開催されており、安

全ガイド山行を目的として、会員の医療知識を充実させ、ガイド中の怪我や病気に対する応急手当を統
一化し、ガイドのファーストエイドに関わるスキルアップをはかることを目的としています。 

   
今までは当会会員だけを対象としておりましたが、今回は山岳関係者、山でのファーストエイドを学び
たい方もご参加いただけます、どうぞご参加ください。 
 
今年度は今までの講習会で特に希望が多かった「内疾患」についての講義と、実技総合演習として、現場
を想定しての模擬傷病者応急処置を行います。昨年の一番人気でした。天 
 
[当会会員の方へ] 
＊ 会員資格更新義務である研修会とは異なります（自己の資格更新にはなりません）のでご注意

ください。あくまでも自己研鑽と技術確認のための講習会です。 
＊ 今後受講義務も検討されておりますので早めに受講をお勧めします。 
＊ 会員各位にとって大変有意義な講習です。先着順に締切となりますのでご注意ください。 

 
 
２、受講対象と募集定員： 

本会の会員（特に資格取得後、間もない会員の方に、ファーストエイドの大切さを実感していただき
たいと思います。） 
山岳関係者、当会認定ガイドでまだ会員になっていない方など、当会以外の方でも受講いただけます。 
 

        募集定員：３０名    
 
 
３、開催期日： 平成２２年１１月 ３日（水・祝）～１１月 ４日（木）１泊２日 
        
 
４、開催地他： 裏磐梯猫魔ホテル（予定）  変更になる場合もあります。 
              

宿泊所（予定）：開催地と同所 
        ●予定集合場所・時間： 初日  ０９：００に開催場所 
        ●予定解散場所・時間： 最終日 １５：００に開催場所 
   
 
５、講習会受講料： 受講料 ２５，０００円（当会会員外） 

２３,０００円（当会会員） 
    受講料には、講師料、実技使用用品代、食事代（１日目昼・夕食、２日目朝・昼食含）が含まれま

す。自己の講習会会場までの交通費は含まれません。 
 

※ 宿泊費１０，０００円が別途必要です。（集合時に集金させていただきます） 
   
   

※ この講習会で使用する「社団法人日本山岳ガイド協会統一 first aid kit」を当日販売します。 
  １０，０００円。必須となりますのでご了承下さい。 

（既に購入されている方は申込書にその旨記入下さい） 



 
 

※ 当会発行「ガイドマニュアル ファーストエイド編」３，０００円（会員は特別価格２，０００
円）は指定教科書となりますので、予め事務局より購入して、当日持参してください。 
 

 
６、受講申込み： 
  ① 受講希望者は申込用紙(別紙１)を記入の上、締切日必着にて送付（fax、e-mail可）してください。 
    また、同時に受講料をお支払いください。受講料の確認をもって正式な受付と致します。 
    
 
    郵送先： 社団法人日本山岳ガイド協会  
             〒160-0008 東京都新宿区三栄町25番地 堀木ビル501号 
             電話：０３－３３５８－９８０６ ﾌｧｯｸｽ：０３－３３５８－９７８０ 
                             e-mail office@jfmga.com 
 
    振込先： 三菱東京UFJ銀行 四谷(よつや）支店 普通預金口座 １１１９０２９ 

名 義 ： 社団法人日本山岳ガイド協会 

  

 ② 申込締切日  講習会の２週間前 
募集は、先着順に受付けます。 

募集定員３０名になり次第、締切日前であっても募集を締め切りますのでお早めにお申し込み

ください。 

 

③ 申し込み後、やむを得ない事情で参加できなくなった場合は、以下の取消料を徴収します。 
    ・実施日の当日の取り消し・・・受講料の１００％ 

     ・実施日の８日前から前日までの取り消し・・・受講料の５０％ 

     ・実施日の１５日～９日前までの取り消し・・・受講料の２０％ 

     ・上記以前・・・１，０００円 

    取り消し発生日が休日にあたるなどの理由で直接事務局と連絡が取れない場合は、ファックス送信または留守番 
    電話への録音で対応すること。 その場合、送信日、録音日を取り消し日とする。  

 

 

７、集合案内について 

  開催日の７日前まで郵送いたします。 
 
 

8、講習科目 

●講習会講義および実技予定      

※講師、プログラムは変更となる場合があります。詳細は最終案内でご確認下さい。 

  

１日目： 

09:00～10:30  山本正嘉先生  講義「運動生理学からみた登山の疲労とその予防」 

10:35～11:35  大城和恵先生  講義「中高年の心臓疾患（特に心筋梗塞）を学ぶ」 

11:40～12:40  田中壮佶先生  講義「中高年の脳疾患と頭部外傷を学ぶ」 

13:30～14:30  志賀尚子先生  講義「傷病者の何をみて救急とするか？」  

14:30～15:50  志賀尚子先生  実技「人工呼吸.心臓マッサージとAED使用法の実際」 

15:50～17:30  今井家子先生  実技「山での三角巾の使い方」 

19:00～20:00  金田正樹先生  講義「凍傷と低体温症は防げる」 

 

２日目： 

08:00～09:00  金田正樹先生  講義「外傷を学ぶ」 

09:00～11:30  金田正樹先生  実技「山での怪我と骨折の応急処置の実際」 

12:30～14:30  金田正樹先生  野外実習「総合演習」 

(現場を想定し模擬傷病者の応急処置をチームで行なう) 

14:30～15:00  デスカッション  終了 
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（別紙１） 

平成２２年度 社団法人日本山岳ガイド協会 
山岳ガイドファーストエイド講習会 受講申込書 

 

参加のコースに印をつけてください。 

□ １１月 ３日（水・祝）～ ４日（木）  東北 

 

 

 

フリガナ 

氏 名 

会員番号  
 生年月日 (西暦)      

年   月   日生 

  血液型            型 
 

 現在資格 
         

資格 

  
 
住 所 等 

 〒    －     
 
 
 
TEL                  FAX 

  
携帯電話                E-MAIL 

 緊急連絡先  氏 名:                                        (本人との続柄）： 
  
 
TEL:               FAX: 
 
 

  所 属 団 体 （会員は必ず記入してください）  

※一般の方も山岳会名などの所属団体名をお書きください 

◎この講習会に期待することなどございましたら記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

※協会統一first aid kitを持っているかどうか。（いずれかに○してください） ＹＥＳ    ・     ＮＯ 

法人記入欄： 

申込受付日：  月  日     入金確認日：  月  日    資料発送日：  月  日 

協会にFAX03-3358-9780後、速やかに参加費を振り込んでください。 

三菱東京UFJ銀行四谷支店 普通1119029 

 



社団法人日本山岳ガイド協会 

〒160-0008東京都新宿区三栄町25番地 堀木ビル５階  

TEL: 03-3358-9806      FAX: 03-3358-9780 

e-mail: office@jfmga.com 

                                                       

 

社団法人日本山岳ガイド協会 
ガイドマニュアル【自然ガイド編】増補改訂版 案内 

 
 

目 次 
はじめに 
第１章 基礎的知識 

自然環境保全知識 
宇宙と地球の基礎的知識 
気象の基礎的知識 
動植物の基礎的知識 
地形と地質の基礎的知識 
農山村の歴史、民俗、経済に関する知識 
山地、里地・里山に関する基礎知識 

第２章 安全管理 
安全管理の基礎 
危急時対応に関する知識 
リスクアセスメントの方法 
山岳事故の分析 
救急救命の基礎知識 
セルフレスキューの方法 

第３章 専門的知識と技術 
無積雪期ルートガイディング 
積雪期ルートガイディング 
読図の知識と技術 
自然観察と解説 
エコツーリズムに関する知識 
気象と観天望気 
ロープの結び方 
引き上げの技術 
搬送技術 
テーピングによる応急処置 

第４章 ガイド業務およびガイド業務関連法 
ガイド倫理とマナー 
ガイド業務に関連する法令 
エコツーリズムに関運する法令 

参考文献と参考図書 
 

価格 １冊・・・３，０００円（送料込） 
（会員は２，０００円） 

 

 

お申込方法：(社)日本山岳ガイド協会事務局へ、所定の申込書にて直接お申込ください。 

      申込書到着後１週間くらいで請求書とともにお送りしますので、期日までに

振込みをお願いします。 
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社団法人日本山岳ガイド協会 

〒160-0008東京都新宿区三栄町25番地 堀木ビル５階  

TEL: 03-3358-9806      FAX: 03-3358-9780 

e-mail: office@jfmga.com 

                                                       

 

社団法人日本山岳ガイド協会 
ガイドマニュアル【ファーストエイド編】 案内 

 
金田正樹著 

 
目 次 
はじめに 
１． ファーストエイドの順序 
２． ファーストエイドの目的 
３． 傷病者の評価 

１） 全身の観察 
２） 局所の観察と治療 

４． 骨折 
５． 捻挫 
６． 脱臼 
７． 膝の靭帯損傷、半月板損傷 
８． 高齢者の三大骨折 
９． 頭頚部外傷 
１０． 脳の外傷 
１１． 胸部外傷 
１２． 腹部外傷 
１３． 多発性外傷 
１４． 凍傷 
１５． 低体温症 
１６． 内科的緊急な病気 
１７． 腹痛 
１８． こむら返り 
１９． 雪目 
２０． 熱中症（日射病、熱射病） 
２１． 熱傷 
２２． 毒蛇咬傷と蜂さされ 
２３． 突き指 
２４． 爪下血腫 
２５． まめ 
２６． 包帯と三角巾 
２７． 異物を除去する 
２８． 感染予防 
２９． ガイドの心のケア 
３０． 携帯すべき薬品 

参考文献 

価格 １冊・・・３，０００円（送料込） 

（会員は２，０００円） 

お申込方法：(社)日本山岳ガイド協会事務局へ、所定の申込書にて直接お申込ください。 

      申込書到着後１週間くらいで請求書とともにお送りしますので、期日までに

振込みをお願いします。 

 

 

mailto:office@jfmga.com


社団法人日本山岳ガイド協会 

〒160-0008東京都新宿区三栄町25番地 堀木ビル５階  

TEL: 03-3358-9806      FAX: 03-3358-9780 

e-mail: office@jfmga.com 

                                                       

 

社団法人日本山岳ガイド協会 
ガイドマニュアル【山岳ガイド編】 案内 

 
 
目 次 
はじめに 
第１章 ガイド資格とガイド職能 

１．ガイドの業務と資質 
２．ガイドの資格と職能範囲 
３．ガイドに必要な登山経験 

第２章 山岳ガイドの技術 
１．プランニングとガイディング 
２．ガイドに必要な装備 
３．ロープワークの知識 
４．ロープの結びと繋ぎ 
５．確保理論 
 アンカーとプロテクション 
 確保の支点 

確保技術 
６．下降技術 ラッペリングとロアリング 
７．特殊な下降技術 
８．ショートローピング 
９．タイトローピング 
10．固定ロープの設置と利用 
11．スポーツクライミングの指導技術 
12．アイスクライミングの指導技術 

第３章 自然を読み解く技術 
 １．読図の知識と技術 
 ２．ＧＰＳ 
 ３．雪崩についての知識 
 ４．気象と観天望気 
 ５．自然観察、自然解説の技術 
第４章 ガイド業務における倫理と規定 
 １．ガイド倫理とマナー 
 ２．ガイド対顧客人数比 実技検定試験内容 
 ３．ガイド業務に関連する法令 
 ４．エコツーリズムに関連する法令 

 

 

 

お申込方法：(社)日本山岳ガイド協会事務局へ、所定の申込書にて直接お申込ください。 

      申込書到着後１週間くらいで請求書とともにお送りしますので、期日までに

振込みをお願いします。 

 

価 格 １冊・・・３，０００円（送料込み） 

（会員は２，０００円） 

mailto:office@jfmga.com


ＪＭＧＡガイドマニュアル購入申込書 

（ファーストエイド講習会参加者専用） 

 

社団法人日本山岳ガイド協会 御中 

 

 

購入希望種類および冊数 

 

 

自然ガイド編（増補改訂版）       冊 

 

山岳ガイド編                    冊 

 

ファーストエイド編           冊 

 

 

価格 １冊３，０００円（会員は２，０００円） 

会員の方は必ず所属団体を記入してください。 

 

 

Ｆ：Ｘ 03-3358-9780    ＴＥＬ 03-3358-9806 

 

氏 名                 

 

所 属                 

連絡先（送付先）〒 

 

 

                                 

 

℡                Fax                             

 

請求先    ＊連絡先と同じ場合は必要なし 

 

 

 

 

                                 

↓  Ｆ：Ｘ ０３－３３５８－９７８０ ↓ 

 


