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救急医療の最前線
ＡＥＤの普及も含めて　

神 奈 川 産 業 保健 交流 会

公立大学法人

横浜市立大学附属市民総合医療センター
高度救命救急センター

杉　山　　　貢

平成17年12月10日（土）

『救急医療とは』

突発的に発生し、緊急に適切な処置を行わないと悪化，

生命そのものが危険となる重篤患者の診療である。

『理念』

一人でも多くの救えるべき患者を救う
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“よきサマリア人”

“隣人愛”から救命手当てを実施した者の法的責任の免除

『よきサマリア人法』　　：　米国

応急処理の推進と発展　：　本邦　“緊急事務管理”
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神奈川産業保健交流会

救急医療の 前線

AEDの普及も含めて

横浜市立大学附属市民総合医療センター

平成17年12月10日（土）

病院長 杉 山 貢

心臓突然死とAED

心臓突然死
(SCA:Sudden Cardiac Arrest) 

って、一体．．．．．． ？

こんな話を聞いたことはありませんか？

がんの手術で入院して、手術は成功したと言
われたのに....　突然、急変しちゃったと電話

があって

国立がんセンターなのに、循環器先生は週
一回なんですって？

スポーツクラブにいったら、突然倒れて病院
へ運ばれて….

心臓突然死

米国だけでも年間２０－３０万人の人が突然心停
止で亡くなっています。（米国の死因第１位）

心臓突然死はいつ何処で、どのような人に起こる
か予測がつきません。

米国では、医療関係者を初めとする様々な努力に
も関わらず、心臓突然死からの生還率は数％です。

日本では、このような公式の統計データは有りま
せんが、年間およそ５ー７万人の人がSCAで亡くなっ
ていると考えられています。

年間の交通事故死よりも多くの方が心臓突然死で亡く
なっているのです！！！

心臓突然死と心筋梗塞は同じも
の？

いいえ、違います。

いわゆる心筋梗塞(ﾊｰﾄｱ
ﾀｯｸ）は、各種の理由によ
る冠動脈の閉塞によって、
心筋への血液の供給が
停止することによって起こ
る心筋組織の壊死によっ
て起こります。
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致死性不整脈の話
健康な心臓の心電図は、規則正しい
整った波形を示します。これを
Normal Sinus Rhythm(NSR:洞調律）
といいます。

12:56   29 MAR96    PADDLES  X1 .0   HR  = 74

Normal Sinus Rhythm (NSR：洞調律)

心室細動（VF）は心臓突然死に も一般的に見られ

る不整脈です。心筋はバラバラに興奮し、ポンプとし

ての役目を果たしません。これを元に戻す唯一の有

効な手段は、電気的除細動です。
12:57   29 MAR96    PADDLE S X1.0  HR =  ---

Ventricular Fibrillation (VF：心室細動) 心静止（アシストール）

どんなSCAでも電気的除細動で助かるわけではありませ

ん。心静止(ｱｼｽﾄｰﾙ)状態、即ち心電図がフラットになって

いる状態では除細動しても元には戻りません。

15:17    29MAR96 PADDLE S X1.0  HR =  ---

現状を把握することが重要です

心肺停止で運ばれた患者さんはどの
ような転機をたどるでしょうか?

目の前で倒れた人は半分くらい社会復帰するんでしょうか？

 

SOS-YOKOHAMA (2003)

2003年に横浜市大センター病院で
治療した心肺停止患者 356例を対象
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CPA 356例の予後
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Yokohama

対象全2911症例の短期予後
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2002年7月から2003年12月の間で、関東58施設(SOS-
KANTO参加施設)に搬送された院外心肺停止症例　　全
9592例

非外傷性(心原性、いっ頚、溺水、窒息など)

年齢15～80歳

来院時心肺停止

生存退院(n=118) 死亡退院(n=2793)

(n=2911)

目撃者あり

6681例は?
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心臓突然死か
らの生還

電気的除細動とは、強い電気
ショックによって、混沌状態にあ
る心筋のバラバラな興奮を、一
定の秩序有るリズムに戻すもの
です。

心室細動に於いては、唯一の効
果的治療法です。300 JOULES    DEFIB   20 :29    01APR96   PA DDLE S X1 .0   HR = ---

（電気的）除細動

（電気的）除細動

“Thanks, I needed that!”

SCAが起こるところ

• 普通の公共施設、例えば:

• 空港

• 商業施設

• ショッピングモール

• スタジアム

• 工場

• ゴルフコース

source: Becker et al., 
Circulation USA Today 
1998;97:2106-2109

SCAはどこででも見られます。7～8割近くは家庭内で発生す
ると言われていますが、それ以外でも・・・・・・

米国での例では.….

蘇生の成功と時間
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Adapted from text: Cummins RO, Annals Emerg Med. 1989, 18:1269-1275.

蘇生のチャンスは１分毎に７－１０％
低下すると云われています

Chain of Survival（救命の鎖）

• 早期アクセス（Early access）

• 早期ＣＰＲ（Early CPR ）
• 早期除細動（Early defibrillation）

• 早期ACＬＳ（Early advanced Cardiovascular
life support ）
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ＣＰＲ（心臓マッサージと人工呼吸）は

心室細動を止められるか?

•ＶＦ（心室細動）に唯一有効な処置

は除細動器から出力される電気ショ
ックです

•CPRによって、有る程度の血流量を維
持することにより、心筋や脳の虚血状
態を改善することはできますが．．．

• CPR だけではＶＦを元に戻すことはで
きません。

SCAから生還するための鍵とは？

早期除細動

電気的除細動がＶＦを止
める唯一の手段.
時間が鍵！！
１分ごとに蘇生の確率は
１０％ずつ低下

Eisenberg MS. Annuals Emerg Med. 1990;19:179-186.

救急時においては，初めの２～３分
間にとられる行動が傷病者の救命を
決定する

心臓突然死に対する時間的目標

院内では3分以内に除細動

院外では5分以内に除細動

ＡＥＤ登場

Public Access Defibrillation

Early Access 
Early CPR
Early Defibrillation
Early ACLS

Chain of 
Survival

AED(Automated External 
Defibrillator)

愛知万博
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愛知万博 羽田空港

AEDのマーク
成田

羽田

ロスアンゼルス

シアトル

ＡＥＤの典型的
な使用成果

カジノスタディ

-ガードマンによる早期除細動の効果-

画期的な研究報告：
病院外心停止に対する非医療従事者による処置

さまざまなカジノのガードマンにAEDの使用方法をトレー

ニング

研究のゴール:
患者が意識を失ってから３分以内に除細動する事

Valenzuela TD, et  al: NEJM 2000; 343: 1206-09.

意識を失ってから初回通電までの平均時間

意識を失ってから医療チームが到着するまで
の平均時間

全VF患者のうち、軽快退院する割合

目撃のあったVF患者のうち、軽快退院する割

合

４.４分

９.８分

５３％

５９％

Valenzuela TD, et  al: NEJM 2000; 343: 1206-09.

カジノスタディ

-ガードマンによる早期除細動の効果-
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Rural and urban U.S. studies
Substantial increases in survival

Textbook of Advan ced 
Cardiac Life Support, 
Chapter 20, 1990, p. 289
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AEDによる早期除細動プログラムの効果（その２）

AED (Automated External Defibrillator)?

日本でも一般人の使用が認められるようにな
りました。自己放電の少ない長寿命（5年間）
バッテリーと高度に自動化された毎日の自

己診断機能や、音声等のメッセージ
で次に行うべき処置を指示してくれる
高度な自動化機能により、

ＡＥＤは、医師以外の人でも簡単なトレーニングで使えるように設計された新

しいコンセプトの体外式半自動除細動器です。これまでにない軽量、コ
ンパクトな外形と、日常のメンテナンスの手間を軽減する各種の自動化機能
を備え、かつ低価格です。

使用頻度の少ない中小病院、歯科、
透析施設、外科病院等で

大病院でも、院内の第１レスポンス用
として

今までとは異なるコンセプトで使われ始めています。

AEDを使った除細動

AEDを使った除細動は、CPRよりも簡単です

患者の意識がないこと、呼吸をしていないこと、脈拍或いは
循環のサインがないことを確認します

AEDの電源を入れ、電極を装着します。患者に誰も触って

いないことを確認します

AEDが心電図を解析します

音声やスクリーンに現れるメッセージに従って操作します

除細動電極(PAD)の装着

Lateral

Anterior

• 電極にあるイラストどおりに
貼ります

• 電極には本来極性はあり
ません

• 左右入れ替えて貼っても、
解析精度、除細動効果に
差はありません

• 但し、左右入れ替えて貼る
と、レポートを出力する際に
心電図の極性が反転してし
まいます
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AEDの操作 使うまでの流れ

呼名反応がないのを確認

通報、人を呼び、AEDをとりよせる

気道を確保し呼吸をチェックする

自発呼吸がなければ人工呼吸を２回

“循環のサイン”をチェック、
なければAEDの装着へ

AEDの到着、装着準備までは
CPRを施行する

呼吸の評価は

みて きいて かんじる

AEDの操作

“循環のサイン”がない患者にのみ使用する

大前提

呼名反応なしの確認

みて きいて かんじる

（心電図の解析だけでは、反応のある患者にも通電してしまうことがある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　例えば、VT）

呼吸の評価は、

2回のrescue breathingを行う

無呼吸の確認

呼吸、咳、動きを評価する

脈拍のチェック　（医療専従者）

AEDの操作
準備する間に確認すること（特殊な状況）

溺水　⇒　胸壁を乾燥させる

小児　（8歳以下、２５ｋｇ以下）
　　　⇒　VFが少ない。酸素投与、換気が最優先される

経皮的貼付剤　⇒　はがしてきれいに拭く

ペースメーカー、ICD（自動植込み型電気除細動器）

　⇒　電極パッドを少なくとも３ｃｍ離して貼る
　　　　ICDの通電が認められたら、

　　　　その治療サイクルが完了するまで３０～６０秒待つ

AEDの操作
Step　１　まず電源を入れる

以降は、音声指示装置がガイドしてくれる
ケースを開くだけで電源が入るようになっている機種もある

Step　２　電極パッドを貼る

鎖骨のすぐ下と左乳頭の側方。　
　　ぬれていたら拭く。
　　毛深くて“電極チェック”とでたら、強く押し付ける。
　　それでもだめなら、貼ったパッドを勢いよくはがして脱毛する。

Step　３　リズム解析
傷病者には誰も触っていないことを確認する。
５～１５秒で、通電の適応があるかどうかの判定が示される

Step　４　通電（ショック）
誰も触っていないことを確認　“はなれて！”
　　　　　　　　　⇒　“SHOCK”ボタンを押す

安全に！！！

１回目と２回目の通電後はCPRを再開しない

AEDの操作

１回目と２回目の通電後はCPRを再開しない

3回まで（適応があれば）
連続して通電するようになっている

⇒　3回の通電後、循環のサインをチェックし、
　　なければ1分間のCPRを行う

通電後

AEDの操作

通電後の結果と対応

・3回の通電
・循環のサインのチェック
・1分間のCPR　　　　を繰り返す

①　繰り返すVF　（“通電”指示）

3回連続の通電の間は、
循環のサインのチェックは行わない
（VFを速やかに確認して通電するのを遅らせないため）
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AEDの操作

通電後の結果と対応

・循環のサインをチェックして、
　サインがなければCPRを行う

　　　
・１～２分のCPRの後にリズム解析を行う

　　　　　　　　　　　　　を繰り返す

②　“通電”の適応なし

AEDの操作

通電後の結果と対応

・呼吸を確認する　
　　　無呼吸なら人工呼吸
　　　呼吸をしていたら回復体位にする
・AEDはそのまま装着しておく
　　　VFが再発したらAEDが

　　　“患者をチェックするように”と促す

・呼吸と循環のサインのチェックを頻回に行う

呼吸、咳、動きのいずれか③　循環のサインの出現

安全第一！

意識、呼吸及び脈拍などの循環のサインがない患者
にのみAEDを装着します

解析中や通電の際には、誰も患者に触れていないこ
とを確認します

解析の際には、外部のアーチファクトが解析結果に影響を
与えることを防ぐためです

通電の際は、患者に触れた人が電撃を受けることを防ぐた
めです

電極がしっかりと患者に貼られていることを確認します

誰がAEDを使っているか？（米国での例）

職場の監督者

看護師

職場の安全担当者

警察官／ガードマン

緊急レスポンスチーム

フライトアテンダント

ゴルフ場職員

ライフガード

スキーパトロール

フィットネスクラブ従業員

ボルチモア国際空港
ディズニーワールド

インスブルック国際空港

AEDの使用資格条件は?
米国では….

公認のＣＰＲコースでAEDの使用方法を学んだ人

は誰でも

ＡＨＡ、国家安全協議会、米赤十字或いはその他
の組織で４－６時間程度のトレーニングコースを
受けた人なら誰でも

日本でも、一般の方の使用は医師法違反ではな
いとなりました。

０１年１２月、厚生労働省は「医師不在の場合、航
空機客室乗務員がＡＥＤを使用しても医師法違反
には当たらない」と判断

１２月１０日日本循環器学会は厚生労働大臣宛、
「院外心停止時の緊急救命処置としての非医師による
自動体外式除細動器使用推進の提言」を提出

使用に関する法的責任問題
米国での流れは・・・・・・・

ＡＥＤを装備していなかったとして訴えられる例が出ている

2002年6月12日ブッシュ大統領署名
米国国内の公的施設への配布や救急隊への配備、会社や社会に
おけるAEDの設置促進のために2500万ドルを2003年度予算に

日本にも流れを変える動きが…
循環器学会ＡＥＤ検討委員会

平成１４年１２月１０日には厚生労働大臣宛に提言書発行

「院外心停止時の緊急救命処置としての非医師による自動
体外式除細動器使用推進の提言」

救急救命士もH15年度から医師の包括的指示による除細動が解
禁に

日本各地で院内ＡＥＤの配備を検討、或いは具体化開始
導入済み

慶応大学病院、神戸大学病院、倉敷中央病院、青梅市立総合
病院等々
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２００４年７月

除細動適応症例（VＦ、脈なしVT）に対して

的確な時期に診断し、処置をしないことの
ほうが問題となる。

私たちの廻りでもSCAは起こり得

るのか？

高円宮のご不幸は運動中の出来事でした。。。
相次ぐ運動中の突然死

２００２年１１月２３日福知山、名古屋などの市民マラソンで３名死亡

航空機での使用例も出始めました
たまたま搭乗した医師がＡＥＤ操作を求められる事も出てきます。

「知らない」では済ませられない時代に・・・・

では、AED購入後はどうするか？

AEDのメンテナンスは必要なのか？

クリニックの看護師が使えるのか？

トレーニングはどうするのか？
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AEDのメンテナンス

通常、電池は5年間持ち、メンテナンスフリー

です。電池が切れた場合には警報音がなりま
す。ただし、日頃の点検等は必要です。

ためしに、電源を入れたりすると電池の寿命は短くなりま
す。練習はAEDトレーナーで行ってください。

しかし、AEDを使用をするにためには、ケー
スの中に、タオル、はさみ、T字かみそり、予

備パッド、手袋、ポケットマスクを入れておく必
要があります。

［看護師によるAEDを用いた除細動

に関する申し合わせ］
　以下、本文中のAEDは自動体外式除細動器または自動体外式除細動器と手動式除細動器を兼ねた
除細動器を指す。またAEDによる除細動とは、AEDの心電図自動解析機能を用い て除細動を実施する
ことをいう。

　患者が院内で突然意識を失った場合、看護師は所定の緊急コールにより医師および他の看護スタッフ
を集め、同時にAEDなど必要な蘇生機器を持ってこさせる。このとき以下の要件をすべて満たす場合、
看護師がAEDを作動させて心電図解析を行い、除細動が必要と判定された場合には国際指針に基づく
３回までの初期除細動とその後の蘇生処置を実施することが推奨される。
（１） AEDを用い た除細動を許可する要件
心肺停止患者であること 　心肺停止の認識には応答（意識）なし、自発呼吸なし（gaspingと呼ばれる死戦
期の弱い不規則な呼吸はあってもよい）、頸動脈などの脈拍の消失を含む循環のサインの消失の３兆候
が必要である。
医師が患者のもとに到着していないこと

　医師が到着している場合は医師の指示のもとに蘇生治療を行う。所定の方法で医師へ緊急通報がな
されているが医師がまだ到着してい ない場合には、時間を浪費することなくAEDを用い た除細動を含む
「一次救命処置＊」を遂行する。

＊註：国際指針ではAEDを用いた除細動は一般市民も実施できる「一次救命処置」に含まれる。

「AED院内認定看護師（仮称）」であること 　過去１年以内に東予救命救急センター主催の「AC LS院内講
習会」を受講し、救命救急センター長から「AED院内認定看護師（仮称）」と認定された看護師はAEDを
用いた除細動を実施することができる。ただし、AEDの装着とこれによる心電図自動解析については特
に制限を設けない。なお、東予AC LSセミナーをはじめ、各地で行われるACLS(二次救命処置)１日コース
を受講した者も、受講証の写しを添えて救命救急センター長に申し出れば「AED院内認定看護師（仮称）」
に認定される。

　「AED院内認定看護師（仮称）」は毎年、研修状況などを救命救急センター長に報告する。過去１年間
に所定の研修等を受講していない場合はその資格を失うものとする。
（２） AEDを用い た除細動の実際の手順
　院内プロトコルまたは米国心臓協会のG2000に沿ってAEDを用い た除細動を含む一次救命処置を実
施する。具体的な手順は表１に示す。AEDを用いた除細動を実施した場合には表２に示す報告書を看
護部長ならびに救命救急センター長へ提出する。

［看護師によるAEDを用いた除細動

に関する申し合わせ］
　以下、本文中のAEDは自動体外式除細動器または自動体外式除細動器と手動式除細動器を兼ねた
除細動器を指す。またAEDによる除細動とは、AEDの心電図自動解析機能を用い て除細動を実施する
ことをいう。

　患者が院内で突然意識を失った場合、看護師は所定の緊急コールにより医師および他の看護スタッフ
を集め、同時にAEDなど必要な蘇生機器を持ってこさせる。このとき以下の要件をすべて満たす場合、
看護師がAEDを作動させて心電図解析を行い、除細動が必要と判定された場合には国際指針に基づく
３回までの初期除細動とその後の蘇生処置を実施することが推奨される。
（１） AEDを用い た除細動を許可する要件
心肺停止患者であること 　心肺停止の認識には応答（意識）なし、自発呼吸なし（gaspingと呼ばれる死戦
期の弱い不規則な呼吸はあってもよい）、頸動脈などの脈拍の消失を含む循環のサインの消失の３兆候
が必要である。
医師が患者のもとに到着していないこと

　医師が到着している場合は医師の指示のもとに蘇生治療を行う。所定の方法で医師へ緊急通報がな
されているが医師がまだ到着してい ない場合には、時間を浪費することなくAEDを用い た除細動を含む
「一次救命処置＊」を遂行する。

＊註：国際指針ではAEDを用いた除細動は一般市民も実施できる「一次救命処置」に含まれる。

「AED院内認定看護師（仮称）」であること 　過去１年以内に救命救急センター主催の「ACLS院内講習会」
を受講し、救命救急センター長から「AE D院内認定看護師（仮称）」と認定された看護師はAEDを用いた
除細動を実施することができる。ただし、AEDの装着とこれによる心電図自動解析につい ては特に制限
を設けない。なお、AH AのBLSコースをはじめ、各地で行われるICLSやAC LS(二次救命処置)１日コース
を受講した者も、受講証の写しを添えて救命救急センター長に申し出れば「AED院内認定看護師（仮称）」
に認定される。

　「AED院内認定看護師（仮称）」は毎年、研修状況などを救命救急センター長に報告する。過去１年間
に所定の研修等を受講や指導をしていない場合はその資格を失うものとする。
（２） AEDを用い た除細動の実際の手順
　院内プロトコルまたは米国心臓協会のG2000に沿ってAEDを用い た除細動を含む一次救命処置を実
施する。具体的な手順は表１に示す。AEDを用いた除細動を実施した場合には表２に示す報告書を看
護部長ならびに救命救急センター長へ提出する。

看護師などのAED使用

AED使用法のトレーニングを受ける。

院内のマニュアルを整備する。

トレーニング

ＡＥＤトレーナー

通常の製品と全く同様の操作、音声指示などが再現可能

乾電池で動作するダミー製品
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AEDの使い方を含めた心肺蘇生法
（BLS：１次救命処置）をトレーニング

するには？

BLSの講習を受ける。

成人、小児、乳児の一次救命処置：蘇生処置
を含めAEDの使い方までを教える医療従事

者対象の１日コース

AHA（アメリカ心臓病協会）の認定証がもらえる。

http://acls.jp/

横浜トレーニングサイトもあります。
http://www.geocities.jp/yokohama_ts/

横浜トレーニングサイト

こども医療センター　　3ヶ月に1回

横浜市立市民病院　　2ヶ月に1回

横浜市大センター病院　2ヶ月に1回

11月23日には都筑区医師会でBLSコースがありま

す。

http://www.geocities.jp/yokohama_ts/

２００５年３月２０日一般の方を対象としたAED講習会
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横浜AEDマップ（2005年8月）

2005年8月横浜AEDマップ

まとめ

ＶＦ又は脈のないＶＴの場合には早期除細
動が 優先です

AEDはその高い解析精度、徹底した低メ

ンテナンス性、低コストなどにより

「使用頻度は低いが、除細動器が必要な施設」
にも 適です
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第 34 回神奈川産業保健交流会 
 

                         平成 17 年 12 月 10 日(土曜日) 
演題： 救急医療の 前線 AED の普及も含めて 
講師： 横浜市立大学付属市民総合医療センター 
    病院長 杉山 貢先生 

 
司会（安齋先生）： 

皆様、本日は師走のお忙しい中、お集り頂き誠に有難うございます。本日はお手元の資

料にありますとおり、講師としまして横浜市立大学付属市民総合医療センター病院長であ

られます杉山貢先生にお越し頂いております。 
まずお話の前に若干のお時間頂戴しまして、先生のご経歴の一部ではありますが、ご紹

介したいと思います。杉山貢先生は、昭和 43 年に横浜市立大学医学部をご卒業になられ、

同年大学第二外科へご入局になられた後、大学はじめ横浜赤十字病院、国立台湾大学医学

部で勤務され、平成元年横浜市立大学医学部助教授、平成 2 年同大学救命救急センター長、

平成 11 年救命救急医学教授、平成 12 年同大学医学部附属市民総合医療センターの副病院

長を歴任されまして、平成 14 年より現職の横浜市立大学附属市民総合医療センター病院長

に就任されていらっしゃいます。同大学医学部救急医学教授、高度救命救急センター長と

してもご活躍です。ご専門は一般外科、消化器外科、救急医学であられます。 
また、学会でのご活躍としては日本外科学会、日本消化器外科学会、日本消化器病学会、

日本救急医学会、日本腹部救急医学会、日本救命医療学会、日本航空医療学会はじめ多く

の各種学会で評議員、理事、幹事、会長などの役職を勤められており、近年においては平

成 14 年日本急性血液浄化学会第 14 回会長、平成 16 年日本救命医療学会第 20 回会長、平

成 16 年日本東洋医学会第 55 回学術総会実行委員長を勤められるなど、一般外科、消化器

外科、救急医学はもとより、東洋医学分野の学会でもご活躍です。 
公的役職としては、横浜市救急救命士養成所所長、横浜市救命指導医会会長、神奈川ラ

イフセービング協会顧問、横浜市救急医療センター理事、横浜市病院協会理事、平成 16 年

からは神奈川県ドクターヘリ支援協議会部会長、現在は(総務省)救急救命士の業務のあり

方等に関する検討会委員、(厚生労働省)非医療従事者による AED の使用のあり方検討会委

員はじめ多くの要職を勤められております。 
受賞なさった賞としては、日本消化器病学会、日本腹部救急医学会はじめ各種学会・研

究会賞、ならびに平成 16 年第 32 回都道府県医療功労賞、国民健康保険功労者厚生労働大

臣賞を受賞されております。 
社会活動としては、平成 8 年阪神淡路大震災緊急医療派遣団団長、平成 11 年台湾中部大

地震緊急医療派遣団団長として現地に赴かれました。 
その他、ご研究・調査、著書も数多くご執筆ですが、本日は大変恐縮ながら時間の関係
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で割愛させて頂きます。 

本日のテーマは「救急医療の 前線 AED の普及含めて」というタイトルでお話頂きま

す。では杉山先生 宜しくお願い申し上げます。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
杉山先生： 
こんにちは。横浜市立大学付属市民総合医療センターの杉山です。 

高度救命センター長を兼務しているので、テーマとしては、このようなテーマを選ばせて

頂きました。（スライド１） 
 
まず現在、私が勤務している病院、ならびに高度救命救急センターについて少しご紹介

させて頂きます。私どもの病院、大学は、今年の 4 月 1 日に独立行政法人になりました。

法人、つまり大学自身が人格を持ったということでご理解下さい。従いまして病院も同じ

でして、自分の足で歩かなければならぬ、という事になります。それには、やはり自立的

な病院運営が必要となり、ハードルが少し高くなってきておりますが、その分中期計画を

目指して全職員が一丸になって頑張っている時期に差し掛かっているところでございます。 
 
横浜市立大学には、二つの病院がございます。一つは福浦にあります。 

こちらは主に教育と研究であり、もう一つ浦舟にありますのが、私が現在勤務していると

ころでございます。付属市民総合医療センターといい高度救命救急センター、難病センタ

ーなどのセンター構成になっています。要するに患者さんを中心とした医療を考え、ある

いは各科、内科系、外科系の連携を保ちつつ診療体制を整えるということです。南区にあ

り、また歓楽街に近いため、患者さんが非常に多く様々な病気がございます。そして急性

期の医療を展開するというところが、特徴かと思います。病床数としては 720 床、従業員

が約 2000 人でございます。その中の高度救命救急センターは 47 床、ドクターの数が 27
名、そして研修医が 20 名、従いまして 47 名の医師軍団としてまとまっております。看護

師がそれに対して約 100 名です。24 時間 365 日、待ったなしの救急医療を展開していると

いうのが、現状でございます。そのようなところの話だということで、本日のお話を聞い

て頂ければ幸いです。 
 
それで、今日は AED（自動体外式除細動 automated external defibrillation）のお話を

と考えてみましたところ、その前に今、救急の 前線がどうなっているかというところを

お話したほうが、よりご理解頂けるのではないかと思い、まずそのあたりからお話させて

頂きたいと思います。 
 
救急医療とは、「突発的に発生し、緊急に適切な処置を行わないと悪化する、あるいは生

命そのものが危険となる重症患者さんの診療である」、医療の原点だとよく言われますが、
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まさにそのとおりではないかと私は思っております。その理念というのは、一人でも多く

の人を救うという事でございます。その理念の下に一つにまとまって、治療をするシステ

ムが非常に大事であります。（スライド２） 
 
そのシステムでございますが、 終的に支援するのはこのような現状であり、救急医療

機関もひとつです。それには様々な方々のサポートが必要となります。救急医療とは、例

えば、救急隊あるいは衛生局、保健所など、関係各所の皆様からの支援がないと成立しま

せん。もちろん市民の皆様の教育・訓練なども必要不可欠です。（スライド３） 
 
日本の救急医療というのは 3 つの柱で支えられています。この 15～6 年の間、救急医療

施設も整備されて参りました。ここでは「一次」と書いてありますが、 近では「初期」

と言うことが多くなってきました。これは以前 NHK で、少しお話させて頂いたときに作成

した図です。この「初期」というものが非常に大事ですが、この医療施設だけでは限界が

あります。私どもの救命救急センターは開設して 16 年になりますが、当初私がセンター長

に就任してから 3 年の間、一生懸命救命医療に徹して対応したにも関らず、予想した程救

命率が上がりませんでした。特に、重篤な患者さんにつきましては、ほとんど変わりませ

んでした。その理由としましては、やはり救急医療施設だけで対応するには限界があると

いうことです。そこで、私は病院から一歩足を外に出して、現場から病院に搬送するまで

の間、救急隊が関るところですが、そこが非常に大事であると考えました。そこには 119
番通報を通し、救急隊が到着して、それをサポートするというシステムに注目し力を入れ

ました。このようなシステムがないと我が国の救急医療は上手く行きません。いわゆるプ

レホスピタル・ケア、いわゆる病院前ケア、病院前救急体制が非常に大事であるという事

でございます。このように考えますと救急現場は、より大事であるという事になろうかと

思います。そこで、どれほどいい応急処置ができたか否か、より良い状態で救急隊に橋渡

しをするかが重要となります。また、医師会主催の研修会などでも度々お話させて頂きま

すが、「救急救命士が現場に到着したら後は任せてください」そこまで言い切っても宜しい

のではないかと思います。今後は救急救命士が搬送システムにおいて、いかにより良い状

態で救命救急センターあるいは医療施設へ搬送するか、この 3 つの柱がうまく連携して初

めて日本の救急医療は支えられるのだと思います。（スライド４） 
 
この表（スライド５）は救急医療の歴史でございます。1956 年に初めて救急医療を扱う

医療機関が開設されました。ですから、学問体系としては考えられない程、新しいと分野

と言えます。西高東低、冬の気候と同じように、始まりは西側で広く研究され、医療では

大体このような傾向ですが、除々にそれが東側に移ってきました。 初は外傷型救急から

展開しました。その後、少し形が変わって外傷から疾病型に移りました。そのころ初めて

国で厚生省（現在の厚労省）が動き出し、1976 年に救急医療体制の骨格ができました。で
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すから非常に新しい学問、医療分野です。救命救急センターが初めて登場したのは、1977
年ですので本当に新しいものです。30 年も経ってないわけですから、まだ評価する段階か

どうかもわからない位です。しかしながら、一つ言えることは、国は救命救急センターを

設置すれば救命率が上がるのではないか、と考えていましたが、そんなことは全くなかっ

たという事です。視点を変えてみますと、救命救急センターの設置だけではいけないとい

うことがより明確になっただけでも宜しかったのではないでしょうか。加えて、救命率を

上げるには、やはり現場での応急手当がいかに大事であるか、という事がわかってきまし

た。残念ながら、厚生労働省がいかに力を注いでもこの病院前救急体制はなかなか上手く

いかない。自治省、現在の総務省ですが、そこに厚生省（現在の厚労省）が連携して初め

て上手く行くのですが、当初自治省と厚生省での相容れない部分などがあり、上手く行か

なかったようです。 
 
そこで二つに分けて考えます。一つは、ドクターカーを速く走らせようという考え方。

県のレベルでこの様な動きがありました。しかしこれはあっさり諦められました。なぜな

ら、日本の交通事情があまり良くない、医療資源が乏しいという理由からです。 
そこでもう一つは、自治省にある救急隊が、せっかく救急現場へ行くわけですから、そ

の現場での応急手当のレベルを上げたらどうか、いわゆる米国で言うところの「パラメデ

ィック」のシステムを導入したら良いのではないか、という考え方が少しずつ芽生えてき

ました。1991 年に法律が制定され、翌年実際に救急救命士が誕生致しました。そして救急

救命士には 3 つの特定行為が行えるようになりました。この頃、時を同じくして私どもの

体制も誕生し、私はそこで 2 年間力を尽くした結果、やはり現場での病院前の救急体制を

整備する事がいかに大事であるかという事がわかりました。そこで、米国へ「パラメディ

ックシステム」を学びに行きました。その当時、やはりそこでもいくつかの問題がありま

した。後でスライドを出しますが、彼らは元ベトナム兵だったのです。当時ベトナムでの

衛生兵が戦後帰還し、その救急隊に入りました。彼らの技術は驚くべきものであり、小さ

な手術、止血、輸血、心電図や気管挿管などの行為をしていました。医療行為としてはレ

ベルが高いか否かなかなか難しいのですが、要するに医師と同じようなことが戦場ではで

きたわけです。米国へ帰還した方々が、これらの手技を元にシステムを組み、現在のパラ

メディックとして誕生しました。そして資格制度をつくり、なおかつグループを作って、

各州に散らばって活躍したという事です。 
 
そこで私はその実際を見学に行きました。これは素晴らしい制度でした。厚生省の後援

で委員会を設け、その一員として私も参加しました。1991 年、それと同時に横浜市にも早

くから学校を創設して頂くことができ、救急救命士の養成学校として、私は校長を兼務し

て来ました。1992 年、実際に救急救命士が誕生致しました。そうしますと、指導医が必要

となりました。医師が指示をしないと救命士は特定行為ができないわけです。そこで 初



 27

はボランティアだったのですが、年間 80 名ずつ救急救命士が誕生するのに対応する医師が

追いついていけないので、救命指導医制度を作って頂きました。現在、私は救命指導医の

会長をしておりますが、指導医は横浜市の非常勤の医師です。現在は私立病院の先生方に

もかなりお手伝頂いており、130 名くらい参加して頂き交代で担当しています。神奈川県と

しては少し遅れましたが、同じようなシステムを作って頂くように働きかけ、現在ではシ

ステムも非常に上手く運用され、横浜市、神奈川県は日本でもトップクラスになりました。

しかしながら、これは指示体制だけであり、後にメディカル・コントロールという話が出

てまいりますが、この後救急の質のレベルアップのための教育をいかに行う事が重要であ

るかについて説明致します。（スライド５） 
 
このスライドが私が当時見学に行ったニューヨークにあるアカデミーです。パラメディ

ックのアカデミーで、1992 年に 2 週間ほどトレーニングを受けました。私は医師ですが、

彼らはパラメディックです。それでも非常に活発に広範囲の医療の仕事をしていまして、

心電図を判読したり、あるいは事例の検討会をしていました。こういう処置をして、この

ように亡くなったが、これで処置は良かったかというような、いわゆるミーティングでご

ざいます。実り多い 2 週間で私はへとへとになって帰ってきましたが、非常に有意義な経

験でした。（スライド６） 
 
平成 3 年の救急救命士法では、このような除細動、静脈確保、気道確保が出来るように

なりました。しかしこれらは、メディカル・コントロールいわゆる医師の指示がないと、

出来ないという一つの決まり事があります。医師法によりこれらの行為は医師のみに限定

されていたわけです。従いまして、医師との連携を行うため、あくまでも医師の手となり

足となるという認識で考えて頂ければ宜しいと思います。（スライド７） 
 
実際に使用するための高規格車として横浜市が 初に購入しましたのが、メルセデスベ

ンツの救急車です。当初、18 台購入しました。内装は立派で非常にレベルが高いものです。

この中では手術もでき、私も 2、3 回行ったことがあります。現在では日本製の車両に変わ

っています。（スライド８） 
 
これは、救急救命士のエンブレムです。医師会などで話をする際には、必ず彼らを連れ

て行きます。「このようなエンブレムを付けています。一生懸命努力していますので、宜し

くご指導を下さい。」とお願いしております。実際に彼らがどれほど優れているか、現場で

どれほどの活躍をしているかということを御理解頂くために、研修会などでは実演をして

います。たとえば、除細動の機械を実際に動かす。そして点滴をする。 
このように関係者の皆様のご理解を頂きつつ、10 年間なんとか無事に、事故を起こさず

続けて参りました。お陰様で、少しずつではありますが評価されつつあり、救急救命士が
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誕生して良かったと言って頂けるようにもなりました。（スライド９） 
 
実際、私どもの病院での事でございます。このユニフォームを着ている者が私どものス

タッフでございます。こちらが救急救命士で、講義や実習ではユニフォームのスタッフが

講師をしています。搬送の連絡から実技まで、非常に仲良く共同作業をしています。この

ように日頃から風通しよく、連絡の行き届いた連携業務を心がけていくことで、少しずつ

コミュニケーションも良くなり、仕事もスムーズに進めることが出来るようになります。

（スライド１０） 
 
気道確保の手技を少しご紹介致します。救急救命士に許可されている気道確保、昨年か

らは気管挿管も出来るようになりましたが、それまでは、非常に努力して特殊な器具を使

っていました。（スライド１１） 
 
これはラリンゲアルマスクという器具です。（スライド１２） 

 
これにはとても柔らかいカフがついており、欧米人用の大きなものから子供用の小さな

ものまで、様々なサイズのものがそろっています。（スライド１３） 
 
このように口の中から入れて、下部のカフが膨らみまして、フィットします。30 分から

40 分くらいの手術、例えば、ヘルニアのような手術はこれで十分で、私どもの施設でも麻

酔科で使っている器具でございます。気管挿管しないで使えるというものです。デマンド

のレスピレーター、人工呼吸器も装着することが出来ます。（スライド１４） 
 
次に食道閉鎖式のエアウェイです。チューブとバルーンが一体化して、これを食道に入

れます。先端にバルーンが付いています。（スライド１５） 
 
実際にはこのような形になります。これを食道に入れて先端のバルーンを膨らます。そ

して上からマスクをし、そこで強制換気します。（スライド１６） 
 
次にこれはコンビチューブ、あるいはダブルルーメンエアウェイで食道閉鎖式です。こ

れも先ほどと同じ原理でございます。口の中から食道へ通して 2 つのバルーンがありま

す。（スライド１７） 
 
食道で一つバルーンを膨らまし、口の中でももう一つのバルーンをふくらまし、閉鎖腔

を通して強制換気をします。例えば、溺水のような場合、あるいは食事をした後の状態な

ど、口に物が溜まっているような時にはこれが役立つかと思います。（スライド１８） 
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近では更に改良されまして、有用なデバイスも出てきました。非常に柔らかくて使い

やすいものです。（スライド１９） 
 
これも欧米の製品でございますが、救急救命士が、自ら気道確保が確実に出来ているか

という事をチェックをするための器具（イージーキャプ）です。ここに呼気を通し、炭酸

ガスに反応しまして黄色くなります。正確に換気されているか否かをチェックできます。

自己点検、あるいは自己評価システムのツールとしてこれを使用します。自己評価の採点

の方法は、（A）人に教えるくらい、なんとか（B）マスターできた、（C）見ていてもとて

もできない、非常にラフですが、3 つの段階に分けて、自己評価します。（スライド２０） 
 
ここまでお話しました事は、あくまでも医師の側に立ったコントロールです。10 年前か

らメディカル・コントロールという言葉がありました。しかしながら、コントロールとい

う言葉は、上から下を押さえつける、あるいは管理、調整すると言う意味を持ち、救急隊

には非常に受け入れ難いニュアンスがあります。そこで、より広く救急救命士の皆さんに

も受け入れて頂くための協議をし、再考しました。（スライド２１） 
 
まずは、メディカル・コントロールという言葉を意訳しました。救急救命士は、病院前

救護体制においては医師の良きパートナーである。彼らがいなければ、病院前（院外）で

実際にはできるものもできない。しかしながら、救急現場で行う医療行為の質を保障する

のは医師であるという大前提のもと、それにはパートナーシップを持つとことが非常に大

事である、という事を説いて頂きました。このような体制は横浜や神奈川県では非常に進

歩しています。残念ながら、山間部や海に近いところ、人口の過疎地などでは若干遅れて

おります。国全体で見ましても、このような医療体制、救急医療体制ほど格差のあるもの

は少ないと思います。例えば、横浜、神奈川県では救急隊員の仕事は専任が殆どです。一

部兼任している場合には、ある時は救急隊、ある時は消防隊であるという事があります。

そうしますと、ローテーションも非常に困難で、質も一定ではありません。そこで、この

ような地域格差を少なくするためにも、また日本全体でメディカル・コントロール体制が

必要であるという事を強調するためにも、更に事後検証、研修の整備など、体制を構築す

るためにもこれらの環境整備を行う必要があります。（スライド２２、２３） 
 
そこで、このメディカル・コントロール（以後、MC）の体制には二つあります。ダイレ

クトとインダイレクトの二つの MC です。すなわち直接的なコントロールの方向としまし

ては、電話による指示と指導・助言、つまり医師が直接指示を行なうものです。間接的な

メディカル・コントロール、これには費用と時間がかかります。救急隊員の教育カリキュ

ラムを作ったり、プロトコールを作ったり、また事後検証するなどでレベルを上げる事で

す。その他、救急の電話に対して、口頭指導をするためのプロトコールを作成するような
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事も含まれます。当然ながら、国、都道府県、市町村の連携も必要です。（スライド２４） 
 
そこで日本でも少しずつ、オンライン（直接的）で指示をする事が増えてきました。救

急の連絡を受けた救急救命士が、CPA、いわゆる心肺停止患者に対して、気道確保、点滴

を行なうような時、先ずは救命指導医に連絡をして、指示を待つ。このように、リアルタ

イムで、しかもオンラインで実際に指示を出す。時にはその医師が救急車に同乗して、そ

こで指示を出す。これがオンライン・メディカル・コントロールと言います。これに対し

て、インダイレクトとは、そのようなシステムを組むためのプロトコールを医師が作成、

あるいは教育や事例の検討会などを指導をし、レベルアップを図るというものです。（スラ

イド２５） 
 
では、1993 年からのシステムをご説明致します。ここで救急患者さんが発生しました。

家族や同僚の方が 119 番に電話をします。するとそこでは必ず「火事ですか、救急ですか」

から始まります。そして「救急です」と言うと、この図のように医師がそれを受けます。

もし、その患者さんが CPA であれば、指導します。「あなたしかお父さんを助けられませ

んよ、ですから救急隊（救急救命士）が到着するまで CPR を一生懸命頑張って下さい。そ

の方法がわかりますか。」と。もしわからなければ、そこで根気よく教えます。救急救命士

が現場に到着し、特定行為を含む応急手当が実際に指示が必要な場合には、ホットライン

で指示を出します。一生懸命指示に従って行なわれている間に、図の A 医師は、入院施設

の整った救急医療施設へホットラインで受け入れ連絡をします。このホットラインには、C
ライン：クリティカルライン（一刻を争う場合）、E ライン（少し余裕がある場合）の二つ

があります。受け入れ先の医療施設では、救急救命士と A 医師が話している内容を全て聞

くことができます。受け入れのための準備、チェックなどを事前に行なう事が出来ます。

（スライド２６） 
 
このような感じです。「火事ですか、救急ですか、火事ですか、救急ですか」。（スライド

２７） 
 
これは救命指導医をお願いしている医師です。実際この指令台に心電図が流れてきます。

救命指導医はそれを見て、ST が上がっている、下がっているなどと判断し、心疾患を疑う

場合には、心疾患対応の医療機関へ連絡します。救命指導医のバックアップとして、私ど

ものセンター病院のホットラインへも同時に連絡するようになっています。このようなシ

ステムで、数多くの患者さんを助ける事が出来ます。では、なぜこのような体制になって

いるかと申しますと、救急救命士の特定行為はあくまでも CPA に対してのみであるからで

す。心肺停止患者さんでなければ、処置ができないわけです。CPA だけでなく重症患者に

対して搬送するだけでは間に合わない場合もあるため、1 秒でも、一刻でも速く対処すると
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いうシステムを構築しました。このシステムは日本国内では横浜市だけにあるものです。

（スライド２８、２９） 
 
次にオフライン、インダイレクト MC についてみますと、事後検証、症例検討が重要で

す。この対応で良かったのか、こんな処置では望ましくない、などと検討する事によって

レベルアップを図ります。一つのシステムを組み、それを実施することで、医師も多くの

勉強をせねばなりません。教えることは、単に勉強することよりも更にエネルギーを必要

とします。ですから朝のミーティングには、救急救命士、学生、看護師、医師、薬剤師な

どが参加します。（スライド３０） 
 
これが実際の事後検証票です。このように非常に詳細に記入する欄があります。搬送し

た以上は責任を持って記録し、後に検証します。（スライド３１、３２） 
 
まず、消防機関が行う一次検証。そこで、難しい症例については、医師による医学的見

地からの二次検証を行ないます。これらには、人件費など多くの費用がかかります。 
オフライン・メディカル・コントロールは多くの費用を必要としますが、これを行なう

ことによって緊急医療の信頼感が得られるものと信じ、関係者は皆、日々努力を続けてい

ます。（スライド３３） 
 
 救急救命士の質の向上の為には、医師と同じように生涯教育が必要です。（スライド３４） 
 
教育システムを充実させるためには、このような体制をとっています。現在では点数化

されました。（スライド３５） 
 
この MC（メディカル・コントロール）には、オンラインとオフラインの二つがありま

す。 初に作成されるプロトコールはあくまでもプロトコールであって、実践し、検証し

た後プロトコールが悪ければ、ここで直さなければなりません。そして、またより良いプ

ロトコールを作る、こういった循環で、はじめてシステムをブラッシュアップ出来るわけ

です。（スライド３６） 
 
そこで、消防機関と医療機関の連携に向けた環境整備として、二つ挙げられています。 
先ずは、都道府県単位の協議会です。私はその協議会で部会長を務めています。もう一

つは地区単位の協議会です。例えば、神奈川県では 5 つの地区に分かれています。（スライ

ド３７） 
 
これは地区メディカル・コントロール協議会の区分割です。 
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例えば、横浜市と川崎市に地区の MC があり、コントロールしています。横須賀には救

命センターがありませんでしたが、現在では横須賀共済病院に設置されて充実しました。 
今、神奈川県としては、私どもの横浜市立大学、東海大学、北里大学、聖マリアンナ医

科大学など各大学と 1 つの医療機関が連携し、担当しております。（スライド３８） 
 
では、米国の救急医療の体制はどうなっているか。日本は米国の体制を参考にしており

ますので、類似しています。しかし、 初に国が考えたドクターカーシステムがどこで生

きているかと申しますと、ヨーロッパにおいてです。従って、比較しながらお話を進めた

いと思います。これがパラメディックです。皆さん ER などのドラマでご存知だと思いま

す。1969 年からのものです。（スライド３９、４０） 
 
やはり米国のパラメディックは、当初オンラインから始まりました。要するに指示を出

すのみで終わっていました。実際に行なうに従い、やはりオフラインが 初から必要であ

るという事がわかってきました。横浜、神奈川でも同じような経過をたどっています。現

在では、オフラインの面で非常に優れた若手が育成されています。（スライド４１） 
 
 では、フランスはと言いますと、SAMU de FRANCE があります。SAMU というのは、

Service d’Aide Medicale Urgente の略です。1956 年、米国と比較するとかなり遅れていま

す。ここの特徴は Medical Regulation といって、救急医療の依頼電話、米国もそうですが、

医療に特化しています。日本のように「火事ですか、救急ですか」でなくて、医療に特化

した電話のシステムです。従いまして、 初から電話で緊急度を解析することができるよ

うなシステムになっています。これにより、初めから適切な治療手段と搬送手段、及び医

療機関の設定、すなわち患者さんに合わせた形で搬送手段、適切な方法を選択します。（ス

ライド４２、４３、４４） 
 
そこで、これがその方法です。緊急通報解析医学：テレメディスンと言います。こうい

う学問体系があります。これはフランス特有なものです。このシステムを推進することに

より、解析のツールを小学校、中学校から教科書の中に取り入れております。従いまし

て、頭が痛い時にはどのような表現をするべきかというような教育、メディカルレギュラ

シオンという概念の教育を小学校の頃から行なっています。その上で、メディカル・コン

トロールが行なわれています。そのためにフランスでは、医師による通報分析法の確立が

なされています。EU が統合されまして、ヨーロッパの殆どの国ではこのシステムになりま

した。（スライド４５） 
 
例えば、1994 年にこのようなものが作成されています。救急医療依頼専用電話として、

15 番。様々な部署から依頼電話がかかってきます。一般市民、消防局からもかかってきま
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す。赤十字からも警察からも電話がかかってきます。一般市民は約 60％、消防救急隊から

は約 30％、それを解析して、その人に合った搬送と診療手段を選択をします。（スライド

４６） 
 
これが Medical Regulation の実際です。 
この通信医療センター、CRRA と言いますが、ここに調整医が一人、通信医療補助士が 5

～6 名います。6～7 名くらいが一つのグループで、7 つから 8 つのブースで一つの建物の

中でシステムを動かしています。その結果、重症患者さんは約 20％、ICU レベルの飛行

機、ヘリ、自動車、これらをモバイル ICU：MICU と言います。このように非常にレベル

の高いもので場合によっては治療しながら搬送します。25％は電話などで情報を提供し、

それだけで対応が完了します。 
その他には往診をお願いする、あるいは警察、赤十字、医療施設などへ指示し、すなわ

ちこれだけの搬送手段、連絡手段を持っていると考えて頂くのが宜しいかと思います。（ス

ライド４７） 
 
これはイタリア ローマでの通信医療センターです。そのブース内でございますが、一ブ

ース、女性が 5～6 名おり、六角形になっています。この女性が call taker で、電話を受け

て対応します。ここに女性がいますが、この方がパソコンを使って、 初はグリーン、イ

エロー、レッドと緊急度を判別し、それには多少時間がかかりますが、 初からレッドと

いうこともあります。ポルトガル、スペインなどでもほぼ同様です。（スライド４８、４９） 
 

OH-MICU：ミクウ、一番重症の患者さんに対してこのような MICU 専用の搬送車両を

出動させます。この他に、ワゴン車があり、彼らは殆ど病院にいます。日本では救急車な

どの搬送車両は消防署に配属されているのですが、欧州では病院のそばで待機しています。

更に、彼らはどのような場所で必要とされるかというポイントを押さえています。例えば

夜間であれば繁華街が非常に多く、日曜日ですと火事などがやはり繁華街に多い。何か大

きなイベントがあるときには、このような車が 3 台も 4 台もその周辺に必ず待機していま

す。シフトを組み、イタリアなどでは比較的おおらかでレストランで食事をしたり、休憩

も取って待機しています。（スライド５０） 
 
ここまで救急医療のシステムについてお話を進めてきました。大体の概要を御理解頂け

たと思います。 
やはり救急搬送から医療が始まるということを考えますと、先程「救急隊員が現場に着

いたら、もう後は任せて下さい。それ以前のことについてはやはり現場での適切な対応で

す。」と申しましたが、これをいかに充実すべきか、あるいは、前向きな視点で病院前救護

体制に目を向けていかねばなりません。その点が非常に重要であります。そこでは、やは
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り一般市民の方々の救急医療に対する御理解も必要となります。例えば、目の前で倒れた

人や、呼吸をしてない、心臓が動いてない、あるいは生死を彷徨っている人には、やはり

手を添えなくてはいけません。 
そういう時に、よきサマリア人、皆様ご存知のように、米国では「救命手当てを実施し

た者は、法的責任を免除する」という免責があります。米国では州によって多少法律が異

なりますが、この「よきサマリア人法」だけは、全州皆同じです。すなわち AED という一

つのツールを進めるためには、やはりこのような考え方が必要となります。日本でも応急

手当の推進と発展のため、「緊急事務管理」という若干堅苦しい言葉ですが、やはり緊急避

難的な免責がありますので御安心下さい。（スライド５１、５２、５３） 
 

司会： 
では、もう一つの方の資料（スライドⅡ）に移ります。 

 
杉山先生： 
次に AED の話に入りますが、まずは少しフォーカスを絞りまして、突然死というものと

AED の関係についてお話します。突然死と言いますと、英語と日本語が少し違っていて申

し訳なく思いますが、ガイドラインに沿いますと、英語では先に sudden が来て、cardiac 
death ではなく arrest、sudden cardiac arrest（SCA と略す）。日本語では心臓突然死とい

うような言い方をします。（スライド１、２、３） 
 
こういうお話を聞かれた事があるかと思います。例えば、「癌の手術をして手術は成功し

たと言われたけど突然急変した」というような、あるいは「国立癌センターなのに、循環

器の先生は週一回なんです」など。「スポーツクラブに行ったら突然倒れて病院へ運ばれ

た」、それから「子供は今野球をしているはずなのに、突然病院から呼び出された」などと

いう話です。これらはいずれも非常に循環器疾患に関連した内容のものです。こういう事

を聞かれたら、例えば、子供は脱水、熱中症、あるいは心臓に関係のあることで体調不良

を起こしたのであろうなどと考えられるわけです。（スライド４） 
 
では、突然死とは何か。米国だけでも年間に 20 万人から 30 万人の人が亡くなってお

り、死因の第一位です。そして、突然死はいつどこでどのような人に起こるか全く予測が

つきません。発症しやすい人としての、多少のリスクファクターがあります。高脂血症な

どの生活習慣病がベースにあるとは言えますが､いつどこでなどという事は予測がつき

ません。これらの解析研究については、米国で医療関係者をはじめとして様々な努力が

あります。しかし、突然死からの生還率は非常に少なく、日本でも 3～4％です。加えて、

日本では公式な統計的データがなく、かろうじて関東地区、関西地区というような地区単

位のものが多少ありますが、全体としてまとめられたものはありません。人口からの予測
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値では、年間およそ 5 万人から 7 万人が SCA で亡くなっていると考えられます。そうしま

すと、交通事故死が現在１万人以下ですからそれより多いわけです。また、よく比較され

るのが自殺です。非常に多く年間約 3 万人ですが、それよりはるかに多いのです。このよ

うなことからも、検討する余地があると言えます。（スライド５） 
 
そこでよく一般の方から「突然死と心筋梗塞は同じものですか」と、質問を受けます。

いいえ、違います。もちろんクロスすることは非常に多いわけですが、心筋梗塞は血液の

供給が停止することによって、いわゆる心臓組織の壊死によって起こるものです。（スライ

ド６） 
 
もうひとつ、致死性の不整脈があります。リズムが整っていないという話が当然出てく

るわけです。つまり、心臓のポンプ機能が有効に働かなくなることがあります。健康な普

通の人の心電図は、規則正しく、リズムが調律できている故にスムーズにポンプ機能が発

揮できるという仕組みです。（スライド７、８） 
 
しかし VF、心室細動の場合には、本当に心筋がばらばらに動いてポンプとしての役割を

果たしていません。ここで元に戻す唯一の方法は、やはり電気的な除細動と言えるでしょ

う。以前、私どもが学生からインターンになった頃は、殴打法で調律を戻した事もありま

す。しかし、エビデンス、根拠のある治療法、いわゆる EBM ではなかったわけです。（ス

ライド９） 
 
次に、アシストール、心静止です。どんな SCA でも除細動で助かるわけではありません。

全てオールマイティではないのです。患者さんの状況に深く関るわけです。要するに時間

との戦いです。アシストールの状態では当然リズムがないため、残念ながら心臓は動きま

せん。この場合には仕方がなく、リズムを整えることも出来ません。もし、その心室細動

であれば、リズムは必ずなんかの形で波形として現れており、調律が取れていないだけの

ことですから、様々な所に刺激を与えて、波形を整えることが出来ますが、アシストール

の状態は違います。（スライド１０） 
 
そこで、現状を少し分析することが重要であると思います。心停止で運ばれた患者さん

はどのような転機をたどるかという事です。目の前で倒れた場合には約半分くらい社会復

帰するか否かという事でございます。それを少し統計的に見ていきたいと思います。私ど

ものデータ、関東地区全体のデータです。（スライド１１、１２） 
 
私どもの高度救命センターに搬送されてくる患者さんは、年間約 2000 例でございます。

そのうち CPA で搬送されてくる患者さんは 2003 年は 356 例で、年間 350 例から 400 例
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です。（スライド１３） 
 
救急救命士のレベルは年々高くなっていますが、実際の蘇生成功例は 35％。これはどの

ような評価であるかと申しますと、心拍が再開して、なんとか病棟に上がることができる、

これを「蘇生した」と言います。退院された例が 8％。社会復帰した例は、2.5％～3％。100
人に 2～3 人が多いか少ないか、評価はなかなか難しい、当初は 1％でしたが、その点を考

えますと多少良くなってきたのではないかと思います。しかし、非常に効率の悪い医療だ

と思います。それを数値的に見ますと、全 CPA の蘇生率は先程申しました 35％、社会復帰

率は 2.5％～3％ですね。もう一つ現実的なところで考えますと、交通事故などの外因性の

場合には、更に退院率ならびに社会復帰率が低い傾向にあります。従いまして、例えば、

「35 歳の男性が外傷性の CPA で搬送されました。」と聞いたら、残念ながら亡くなってし

まう、と考えてしまいます。それだけで医療者側は元気がなくなってしまい、一生懸命対

処しようという力がなくなってしまう事が多くあります。そこで、これを改善すべく、現

在では外傷に対するプロトコールを改善しました。加えて、退院率や社会復帰率は、シス

テムをどのようにしたら良くなるか、組織的に一生懸命模索している段階でございます。

原因として外因性、心原性、ACS、急性冠症候群などありますが、心原性の方が少し予後

が良いのです。更に内因性、糖尿病などの場合では、社会復帰率が芳しくありません。心

臓由来性のものでは、比較的予後が良いので、これらについては更に努力するに足る大事

な処置ではないかと思います。（スライド１４） 
 
そこで社会復帰例を見てみますと、私どもでは心筋梗塞が多く、9 例のうち 5 例が急性冠

症候群でした。他に頚静脈の切傷や、三環系の抗鬱剤過量服用、急性アルコール中毒、高

血圧性心不全例がありました。（スライド１５） 
 
Utstein という評価があります。2003 年についてこれをまとめたものでございます。 

関東と横浜でいわゆる心原性 CPA だけの Utstein での比較検討結果です。まず、目撃者

があったかどうか、あくまでも retrospect にみますと、目撃者があった場合の証言、例え

ばドーンと倒れた音がする、本当に倒れているなどを評価しました。それが関東全体では

52％、横浜では 37％でした。そして Bystander CPR、目撃者が一生懸命 CPR
（Cardiopulmonary Resuscitation 心肺蘇生法）をしたかどうかについては、それが関東

では 29％、もちろん関東の中に横浜は入っておりますが横浜だけでは 22％です。そして自

己心拍再開率は、少し関東の方が高い。しかし、生存と退院率は横浜の方が高くなってい

ます。 
そこで、様々なデータ比較を致しました。適切な医療機関に搬送されていないという

事、つまりここまでは BLS（Bacic Life Support）、ないしは ACLS（Advanced Cardiac 
Life Support）の一部ですが、その後の ACLS が上手く行かなかった。これらの結果か
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ら、多少、大学の救命センターの方が ACLS レベルが高く、結果が良かったのではないか

という事がわかります。（スライド１６） 
 
関東全体での院外心肺停止 9592 症例についてもう少し解析してみます。 

目撃者がある、非外傷性、年齢が 15 から 80 歳、来院時心肺停止が 2911 例。私どものとこ

ろ（横浜）でも 35％が蘇生されているものの、65％はその場で亡くなっています。関東全

体でもかなり高い率で亡くなっていることになります。（スライド１７） 
 
これは来院時心肺停止での短期の予後です。時間経過とともに 38.5％、13％と低下して

います。従いまして 3 千人近い心肺停止例の方々をいかに救うか、予後を良く蘇生するかは

非常に難しい事だと思います。そのような中で、私達はやはり蘇生する方を適切にサポー

トする責務があると思います。（スライド１８） 
 
そこで本日の本題に入りたいと思います。心臓突然死からの生還には、電気的な除細動

しかないということです。電気的除細動というのは、昔は良くカウンターショックと言っ

ていましたが、「電気的なショックによって、混沌状態にある心筋（バラバラに動いている

心筋）を一定の秩序、リズムに戻す」ということです。そして、これが唯一の効果的な治

療法なのです。（スライド１９、２０） 
 
要するに、実際バラバラに行動している、そこでしっかりしろ、ドン、ビシャっと叩い

て、という事で絵ではこのような感じでしょうか、Thanks I needed that というわけで

す。（スライド２１） 
 
では、この Sudden Cardiac Arrest、どこでも起こりうるものですが、やはり実際には家

庭内で発生するのが一番多いようです。それ以外にも、事務所はじめ様々な場所で起こり

ますが、その他多いのはやはり商業施設、エアポート、ショッピングモールなどです。ま

た、スタジアムなどでプロレスのように興奮するスポーツ観戦や、工場、ゴルフコース、

野球場などでも多く起こります。（スライド２２） 
 
これは、蘇生の成功と時間について示したもので、重要な部分です。是非、覚えて頂き

たいのですが、「蘇生のチャンスは一分ごとに約 10％低下する」という事です。つまり、時

間と共に急速に低下する。従いまして、蘇生させるタイミングが非常に大切です。要する

に初動の 2～3 分が一番大事です。院内では 3 分以内、院外では 5 以内に除細動をかけるよ

うに指導します。（スライド２３） 
 
更に大事な事は、Chain of Survival「救命の連鎖」をしっかりと繋げる必要があります。
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いずれも早期の対応です。言うのは易しいですが、実際はなかなか難しいものです。先ず

は、アクセスとして大きな声を出して人を呼ぶ、それがとても大事です。「助けてくれー」

でも結構です。AED と言ってもわかりにくいので、 近私の所では「救命君」と呼ぶよう

にしています。日本語でもわかるように、また子供でもわかるようにする必要があると思

います。CPA 症例の救命には、早期アクセス、早期 CPR、早期除細動、早期 ACLS、これ

らの連鎖が遅滞なく機能する事が大切です。（スライド２４） 
 
では、CPR は心室細動についてはどうか、本当に止めることができるか、と問われる

と、残念ながらそれだけではできません。スライドにもありますが、CPR だけでは VF を

元に戻すことはできません。唯一有効な処置は、除細動であるということです。しかし、

CPR によって血流量が維持されることにより、心筋や脳の虚血状態をある程度改善・維持

することはできます。（スライド２５） 
 

SCA からの生還としましては、何回もお話してくどいようですが早期の除細動、これし

かありませんし、その時間が限られている。蘇生確率は 1 分毎に 10％低下します。（スライ

ド２６） 
 
これらの事により 終的には、「救急医療には初めの 2～3 分が非常に大事だ」といわれ

る所以であります。要するに初動時間が救命を決定する、その患者さんの生死を決めてし

まうという事です。（スライド２７） 
 
従って、設定した時間的目標は、院内では 3 分以内に除細動、院外では 5 分以内の除細

動です。（スライド２８） 
 

そこで実際に、AED が登場します。Chain of Survival を完全に行い、CPR から、

Early defibrillation、ACLS の完遂。スライド下はゴルフ場ですね。そして右下がエ

アークラフトですか、これがスポーツクラブですね。そして、これが実際の AED で

す。（スライド２９） 
 
愛知万博会場においては、100 台以上という非常に多くの AED が設置されました。加え

て、会場内では写真のようなマイクロカー、小さな救急車が頻繁に巡回をしていました。

（スライド３０、３１） 
 
羽田空港でも AED の設置台数が増えてきました。AED のマークは様々なタイプがあ

り、施設によってそれぞれ異なっております。（スライド３２、３３） 
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そこで、典型的な使用の成果ということで、ここにカジノスタディをご紹介します。こ

のカジノスタディは、画期的な研究報告です。実際にはカジノのガードマンに AED の使用

方法を教えました。トレーニングを受けたガードマンは、忠実に AED を使いこなしたとい

う事で大変有名なレポートとして紹介されました。ここでは、日本語に訳したものをご紹

介します。場所は米国のラスベガスのカジノです。研究のゴールというのは、あくまでも

先ほどからお話していますように、「患者さんが意識を失ってから 3 分以内に除細動をする

事」と非常にコンパクトです。システムとしては閉鎖された中でのお話であり、様々なホ

テルがたくさんありますが、そこのガードマンがそれぞれトレーニングを受けているとい

うことです。そのスタディの効果としまして、意識を失ってから 初の通電まで「ショッ

ク」というサイン、あるいは「ファイアー」というサインが出ます。ドクターチームが到

着するまでに 8～9 分。10 分以内にもう ACLS ができる。除細動をかけるのは 4.4 分以内

と考えます。全ての VF 患者さんで、軽快退院した割合は 53％、とても高い値です。そし

て目撃者があった VF 患者さんではより高く 59％、つまり約 60％ですから非常に高い割合

です。（スライド３４、３５、３６） 
 
そのプログラムの効果としましては、導入前と後では 3 倍から 5 倍と非常に成果が上が

っています。これはワシントン、アイオワ、ミネソタ、ウィスコンシン、全ての地区にお

いて同じようにレベルが上がっています。ラスベガス、それからナショナルアベレージ（全

国平均値）、特にラスベガスでは非常に効果が認められています。これらの結果からも、こ

のプログラムを遂行することによって、救命率が驚く程上昇するという事がわかります。

（スライド３７、３８） 
 
写真は現在日本で使用されている AED でございます。私が本日持って来ましたのは、中

央のものです。メーカーとしてはフィリップス、日本光電、メドトレニックスなどがあり

ます。どれも、心電図を後に残すことができる、ないしはその場でチェックすることがで

きるというような機種です。機能や性能は多少違いますが、日本人は一回こういうのが出

ますと、これをバージョンアップするのが非常に得意ですので、そういった意味では今後

さらに改良を加えられた製品が開発されるものと思います。 
日本光電が出遅れた理由は、特許取得までに時間がかかった、ないしはそこら辺のコミ

ュニケーションがなかなか上手くいかなかったという事のようです。現在、やっと認可が

取れたため、今後、他社製品も多くなると思います。ほぼ、家電と変わらないものですが、

AED の機械は未だ不足傾向ですので、今後はより低コストの良い製品が開発され、社会貢

献するのではないかと思います。（スライド３９） 
 
コンセプトは、軽量でコンパクトである、しかも安価で、安全である事です。当初は音

声などありませんでしたが、現在では音声機能や、剃毛用の髭剃りが付いていたりと使い
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易くなりました。また大病院でも、院内のファーストレスポンスとして設置するところが

増えています。私どもの病院においても、32 台設置予定で、まずは外来に 7 台置いており

ます。緊急時には先ず、それを持って出かけるということが非常に大切になっていると思

います。（スライド４０） 
 

AED を使った除細動は、いわゆる CPR よりは易しい、簡単だということです。意識が

ないこと、呼吸をしていないこと、循環のサインがないことを確認して頂きます。呼吸し

ていない場合には、二回ブレッシング、息を吹きかけます。そして、循環のサインを見ま

す。これだけ覚えて頂ければ宜しいかと思います。そして AED の電源を入れ、AED のガ

イドに従って下さい。電極の装着時には、患者さんに誰も触れていない事を確認します。

これは心電図の解析を妨げないためです。あとは、音声と機械のスクリーン表示に従って

行なって下さい。（スライド４１） 
 
電極には右左とは書いてありません。絵で記載されてあります。見方、方向により、左

右が逆転する事を防ぐためです。実際には左右を入れ替えても、効力には影響ありません。 
しかしながら、レポートや心電図を出す時に所見が逆転してしまう事があると思います。 
その点にご注意下さい。効果自体には影響はありません。（スライド４２） 
 
スライドは使用方法の流れです。先ずは通報、人を呼ぶ。AED を取りに行き、気道確保

をします。特に挿管する必要はないので、顎を上げて、そのとき注意しなければならない

のは、口の中に何か溜まっていたら必ず掻き出してあげるという事が大切です。これだけ

でも非常に状態は良くなります。呼吸がなければ、人工呼吸を二回する。そして循環のサ

インがなければ、AED を装着します。その後は、ガイドに沿って行動して頂ければ良いわ

けです。スライドにも示してありますが、「見て、聞いて、感じる」。そして、見るという

のは胸郭の動きです。聞くというのは呼気があるかどうかです。（スライド４３） 
 
AED 使用の大前提は、循環のサイン（呼吸、咳、動き）がない場合にのみ使用するとい

う事です。医療従事者であれば、循環のサインの確認として脈拍のチェックもして頂けれ

ばと思います。（スライド４４） 
 
その他、確認する事として「特殊な状況」がございます。先ずは、溺れた場合です。濡

れている場合には危険かつ、効果がありません。次に子供の場合です。25Kg、8 歳以下で

は VF を起こす事が非常に少ないので、酸素投与、換気が 優先です。更に、湿布剤などが

皮膚に貼られている場合。是非、これをはがして綺麗に拭いて下さい。 後に、ペースメ

ーカーや ICD（自動電気除細動器）を入れている方に対しては、3cm 以上離して電極パッ

ドを貼って頂ければ大丈夫です。通電した場合には、30 秒から 1 分間程待って、サイクル
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が再現するまで様子観察する。（スライド４５） 
 
次に操作です。基本は、電源を入れると自動的に声をかけてくれますから、そのアナウ

ンスに従うのみです。パッドを貼る。その際に濡れていたら拭く、毛深いような場合や、

うまく電極が貼られていない場合には「電極チェック」と指示されます。そうしましたら、

少し強く押し付けるか、あるいはパッドを強くはがして、脱毛した後に貼りなおす。リズ

ムの解析は、機械が自動的に行ないます。要する時間は 5～15 分程です。 
次に通電「ショック」もしくは「ファイアー」とアナウンスがあります。そこで、ショッ

クのボタンを押します。その際には、「離れて」という指示が出ますので、その通りにして

頂ければ良いと思います。（スライド４６） 
 
通電後でございますが、1 回目と 2 回目の通電後は、CPR つまり人工呼吸と心臓マッサ

ージはしません。3 回までは連動して通電するようになっていますので、3 回通電後に、循

環のサインを見て、反応がなければ１分間の CPR を行います。（スライド４７） 
 
それから結果としての対応です。繰り返す VF の場合、これもやはり同じように 3 回通

電、循環のサインチェック、CPR を繰り返す、全くこれは同じでございます。（スライド

４８） 
通電に適応がない場合、循環のサインチェックをしてサインがなければ CPR、1～2 分の

CPR 後にリズム解析率、この繰り返しです。（スライド４９） 
 
循環のサインの出現としては、呼吸、咳、動き。一番多いのが、吸気や咳の始まりです。

そうした場合には、もう一度呼吸を確認する。先程の「見て、聞いて、感じる」の 3 つの

確認をして下さい。そして、無呼吸であれば人工呼吸をする。体位を回復体位に変更する、

一般的には左下にした方がよいかと思います。場所的なことを考えますと場合によっては

右になることもありますが、いずれにしても横向きの体位を取って下さい。そして、AED
はそのまま装着した状態にして、VF がもう 1 回再発したら、その時には再度チェックする

ようにと AED からガイドがありますので、それを施行して頂ければ宜しいと思います。

（スライド５０） 
 
コンセプトはまず安全第一。そして解析中や通電の際には、誰も患者に触れていないこ

とを確認する。当然の事ではありますが、その理由としてひとつは解析結果に影響を与え

ぬようにするということ。もうひとつは感電を防ぐためです。 
そして電極がしっかりと、完全に貼られていることを再確認します。（スライド５１） 

 
次に、誰が AED をどのように使っているかですが、米国ではこのような方々が使われて
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います。看護師、フライトアテンダント、ゴルフ場職員、ライフガードなど、主に候補者

としてはこのような方々が多いようです。この近くでは、横浜駅の職員の方もしっかりと

トレーニングを受けられています。（スライド５２） 
 
使用資格条件でございますが、現在では日本でも一般の方が使用しても違反ではない、

ということになりました。米国では 2001 年に提言が出されており、それに合わせて法的な

問題も出てまいりました。先程の「よきサマリア人」の話が広く周知されています。日本

にも流れを変える動きがあります。循環器学会の AED 検討委員会では、様々なディスカッ

ションがあり、「適当であろう」との、AED 推進方向での提言が出されております。平成

15 年（2003 年）からは、救急救命士も医師に直接連絡しなくても AED を使用出来るよう

になりました。これを受けて、AED の設置場所、使用頻度は増えつつあります。（スライド

５３、５４） 
 

 2004 年 7 月、「除細動器、一般人にも解禁」と、厚生労働省が自治体などに通知したこ

とは、大きなニュース、記念すべき事としてマスコミでも大きく取り上げられました。実

際に一般人が AED を使用した事例を把握し、効果を検証する態勢確立も促したものです。

これは、医師や救急救命士だけに認められて AED 使用を、心停止患者さんの救命率を上げ

るため、厚生労働省の検討委員会が一般への解禁を決めたということです。一般人には事

前の講習は義務づけず、客室業務員、あるいはタクシーの運転手など、繰り返し AED を使

う可能性がある職業の人には 2～3 年に一度の受講を求めるとしました。スライド下に「除

細動適応症例に対して、的確な時期に診断し、処置をしない人のほうが問題となる」と、

挙げましたが、今後はこのような考え方へ進んでいくものと考えられます。特に航空機内、

あるいは船舶内のようなところでは、環境整備をしておかないと、後に訴えられる可能性

も出てくると思います。（スライド５５） 
 
では、実際に SCA が起こりうるのか、ということですが、高円宮殿下のように運動中に

起こるというような場合や、航空機での使用例も出始めております。知らないでは済まさ

れない時代になってきたという事です。先生方もご経験があるのではないでしょうか？航

空機に搭乗中、客室乗務員から「具合の悪いお客様がいらっしゃいます。どなたか、先生、

ドクターがご搭乗であればお手伝い頂けないでしょうか？」と尋ねられる。急に医師が医

師でなくなってしまう瞬間でございますが、私も 2 回程あります。医学会に出席されてい

る方がこんなに多くいるのに何故お申出がないのか？と不思議に思いつつ、いやいや後で

判ったら大変な事だと思って、申し出た事があります。その時の患者さんは、やはり不整

脈でした。幸い AED を使用する程でもなく、患者さんがご自分で携帯されていた薬を飲ん

で頂いて、なんとか済みました。これからは、知らないでは済まされない時代になったと

感じています。（スライド５６） 
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これは、新聞ニュースからの一例です。 近はこのように、「子供が野球をしている時に、

ボールが前胸部に当たり、心臓震とうを起こした」というケースも多く見られます。子供

だけでなく、交通事故などでもかなり多くなっています。実際のところ、治療法は 1 つで

あり、AED を使う事で対応できます。以前、慶応大学の高等学校でも同じ様なケースがあ

りました。以後、慶応高校では野球の試合には必ず AED を持っていくことになっておりま

す。現在では、スポーツクラブでも設置する所が増えてきており、そういった意味では、

スポーツの試合時に、AED を持参するケースも多くなっています。教師を対象とした AED
の講習会も増えております。（スライド５７、５８） 
 
では、AED 購入後はどうするのか？特別なメンテナンスは必要ありませんが、電源、電

池のチェックが必要です。使用対象としては、当然ながらクリニックの看護師は使えます。

トレーニングはどうするか。サイトなどで講習会の案内をしています。資格が云々ではな

く、やはりレベルの高い講習会を定期的に行なって頂く事が大事だと思います。（スライド

５９、６０） 
 
写真は私どもの病院で用意しているセットです。AED 付属品としてタオル、はさみ、T

字の剃刀。剃刀はどうしても必要です。日本人でも毛深い方は結構多く、何故かそういう

方に限って ACS になる人が多いように思います。PAD ではがして無理に除毛するより、速

やかに剃刀で剃ったほう効率も良いと思います。（スライド６１） 
 
写真は私どもの病院の AED でございます。このようなものを用意しております。（スラ

イド６２） 
 

私どもの病院で作成した「看護師による AED を用いた除細動に関する申し合わせ」です。

一番下に AED を用いた除細動の実際の手順が挙げられています。「院内プロトコールまた

は米国心臓協会の G2000 に沿って AED を用いた除細動を含む一次救命処置を実施する。

具体的な手順を表１に示す。AED を用いた除細動を実施した場合には表２に示す報告書を

看護部長ならびに高度救命救急センター長へ提出する。」  

ここに表１がもう一枚ありますが、今提示したものと全く同じでございます。AED を用

いた場合には、表に示す報告書を必ず出させています。院内の看護師には必ず ACLS のセ

ミナーを受講させております。セミナーは院内のものと、オープンで開催されている院外

のものがあります。全国で行なわれている院外の ACLS セミナー、資格修得するようなも

のは、高価でトレーニング時間かかるため、院内のセミナー認定でカバーしています。（ス

ライド６３、６４） 
 
従いまして、看護師などの AED 使用にあたっては、AED 使用法のトレーニングを受け
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る、マニュアルを整備するということになります。トレーナーとしては写真のようなトレー

ニングマシーンがあります。またこのようなダミーを使っています。（スライド６５、６６） 
 
これはダミーです。ダミーも高価のため、紙のものを使います。（スライド６７、６８） 
 
講習会としては、このようなシステムがあります。これはライセンスを取るシステムで、

費用としては、2 万 8 千円ほどかかります。この写真は、一般の方を対象とした実際のトレ

ーニング風景です。（スライド６９、７０） 
 
様々なトレーニングサイトがあり、これはその中の一つ横浜トレーニングサイト。2～3

ヶ月に１度、私どもの病院でも、このような形式でトレーニング研修を開催しています。

もし何かご質問等がありましたら、どうぞお問い合わせ下さい。実習はかなり厳しいもの

です。この写真はある教授の先生が実際にマウストゥーマウスで人工呼吸の練習をしてい

るものです。（スライド７１、７２、７３） 
 
これは中区の AED マップです。どれほど AED が設置されているか、どこにあるかとい

う事がおわかり頂けると思います。現在では、日本製の AED が造られ、徐々に値段も安く

なっておりますので、設置件数も増えています。このマークが AED のマークです。2005
年 8 月時点までの神奈川県内設置マップが作られています。（スライド７４） 

 
まとめますと、VF または脈のない VT の場合には、早期除細動が 優先です。そして、

AED は「使用頻度は低いが、除細動器が必要な施設」にも 適です。（スライド７５） 
 
＜カジノプロジェクト VTR＞ 
 
これは、先程お話したラスベガスで行なわれたのカジノプロジェクトという、非常に優

れたプロジェクトの VTR です。実際にカジノで除細動を行なったところです。 
後ろに倒れた人が患者さんです。ピストルを持っていますが、この人達はあくまでもガ

ードマンです。患者さんの胸部の毛を剃って、今ショックを与えたところです。 
循環の確認をしています。動き出した。もう一回ショックを与えた。周囲の人達はカジノ

に夢中です。ハレルヤの音楽が流れており、他の人は皆無関心のように見えます。この真

ん中の人が先程倒れた人です。今、救急隊に搬送されて行きました。この患者さんは実際

に生還されました。 
このように、カジノのガードマンが AED のトレーニングを受け、非常にタイミングよく

対処しているという事が、良くわかります。閉鎖されたホテルという場所、しかもラスベ

ガス、それから興奮しやすいカジノという所、儲けたり損したりという感情の起伏も激し
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いと思います。更にアルコールを飲んでいるわけですから、心臓疾患発症のリスクは高い

と思います。しかしながら、それに対してガードマンをしっかりとトレーニングする事で、

全く欠損を残さずにリカバリーできる、ということが言えるのではないでしょうか。 
そういった意味では、大変貴重なレポートです。ノンフィクションですから、より信頼

性の高いものです。カジノは防犯面からも、上からビデオを撮っていますが、偶然にもプ

ロトコールの中で、上手くそれを利用したのでしょう。それにしても上手く利用したもの

で、加えて検証したという事は非常に興味深いものです。 
 
＜AED 機器の解説＞ 
 
杉山先生： 
それでは実際の AED をお見せしたいと思います。見たことのある方もいらっしゃると思

いますが、本日は個人の物を持参しましたのでご覧下さい。 
 
司会：宜しければ前の方にどうぞ。 
 
杉山先生： 
これが先ほどの PAD です。装着位置の絵が書いてあります。これは右の鎖骨の下に装着

します。それから、これは本物ですので通電できませんが、実際にはこのボタンを押して、

通電します。 
（機械音声）「PAD を患者の胸に装着してください」 
（機械音声）「ランプが点滅しているソケットに PAD のコネクターを接続してください」 
このように音声案内があります。その後、このボタンを押して通電します。もちろんそ

の前に離れることが必要です。また、PAD がうまくフィットしない場合、毛深い方の場合

などには剃毛します。これは F クイックです。医師であれば使うことが可能です。これは

口の中に物や水が溜まっていた場合など、吸い取れるようになっています。 
いずれにしても、まず人を呼び、それから意識があるかないか、呼吸循環があるかないか

を確認します。そして、気道確保を行いながら実施します。 
気道確保するには、このような器具がなければ自分で、口の中に何かあるかないか、と

いうことを確認し、場合にとっては人工呼吸をしながらということになると思います。 
 
司会者： 
やはり事業所でいくつかまとめて購入しなくては安価とならぬようです。また、リース

契約などでは 6000 円位の製品もあるようです。 
 



 46

杉山先生： 
斡旋している企業もありますね。 

 
輿先生： 
リースできるということですと、入れる事業所が増えると思いますが。50 万円くらいか

かると考えている事業所もあると思われます。25 万円くらいでいいですか。 
 
杉山先生： 
大学などでは、様々な医療機材を一括購入しますので。 

 
輿先生： 
はい、そういうところはお安く入るのだと思いますが、企業で普通に交渉しますと結構

高いことをおっしゃるようですね。 
 

杉山先生： 
やはり、企業では数社で数台をまとめて共同購入する、もしくはリースなどが良いと思

います。 
 
司会： 
日本光電、セコム他、幾つか取り扱い企業があるようです。  

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
質疑応答 
 
司会（安斎先生）： 

長時間にわたりましたが、先生方の中から何かご質問等あれば宜しくお願い致します。

お受けしたいと思います。それではまず私の方から伺いたいと思います。 
先ほどお話のありました、ドクターヘリについては、現在どのような整備状況でしょうか。 
 
杉山先生： 
現在、日本国内に 10 機ございます。今、ドクターヘリの必要性、適応が問われています。 

私は今、ドクターヘリの検証部会長をしておりますが、これらを検証していく中で、やは

り経営的なことも関って参ります。横浜はあまりにも交通の便が良いために、必然性が低

いかと思います。神奈川県全体を考えますと、三浦、横須賀地区では必要性があり、場所

的には東海大学か北里大学が、現場へアクセスするために宜しいのではないかと思います。 
日本国内では、他に北海道、札幌、久留米、静岡、川崎などに設置されており、全体で
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10 機ございます。 近では、信州、長岡にも置かれています。比較的、都会は少なく、過

疎地、離島などの救助態勢としてドクターヘリが活躍しています。 
しかしながら、都会でのヘリ使用はあくまでも市町村の防災ヘリです。防災ヘリは救急

専用ということではなく、多目的の使用方法です。従いまして、常時救急の器具を積んで

おらず、器具を積むのに約 15 分かかります。15 分が長いか短いかと考えると、CPA のよ

うなものは運べません。適応としては、重症患者さん、熱傷、手指や上腕の切断、移植な

どが良いかと思います。 
ドクターヘリの一番の利点は、救急ドクターが現地現場から診療することができるとい

うことです。搬送してくるのではなく、現場ですぐに治療できるわけです。 
 
司会： 
有難うございます。 

 
輿先生： 

長い時間ご丁寧なお話を誠にありがとうございました。私はあまり臨床ができませんで、

医者であるのに救急処置が何にもできなかったら恥ずかしいと思いまして、AED の講習会

で指導者の資格というのを取らせて頂きましたが、その時教えていただきました方法とい

うのが、まずバイタルサインがなくて、呼吸をしてなかったら、口で人工呼吸をして、心

臓マッサージを 15回して、もう一度人工呼吸をし、それでもバイタルサインがなかったら、

AED をかけまして、そしてまだバイタルサインが、心電図が出なければ、また人工呼吸を

して、それからというふうなことを教えていただいたのですが、今見せていただいたカジ

ノの場合を見ますと、AED だけを繰り返してらっしゃるような映像でしたが、実際のとこ

ろの救命率というのはどれくらい差があるのでございましょうか。人工呼吸をしたり、心

臓マッサージをした場合とでは。 
 
杉山先生： 
ほとんど差はないのではないかと思います。 

 
輿先生： 
人工呼吸や心マッサージはする必要がないということでございますか。 

 
杉山先生： 
残念ながら、エビデンスのあるデータはございません。未だそのような AED のトライア

ルは行われていないようです。ご紹介したカジノの症例は非常に上手く連携された状況で

す。無作為に様々な設定をして行った研究はないようです。しかしながら、ほぼ同様では

ないかと思います。 
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輿先生： 
人工呼吸などを敢えてしなくても、AED を使うことによって人命を救助することができ

るということになれば、かなり気持ちが楽になるということでございますので、御指導い

ただいてよかったなあと有難く感謝致します。 
 

杉山先生： 
持参しました AED の中には「SAS パック」が入っています。もしくは、人工呼吸で呼吸

状態を保つようにします。また、心臓マッサージをしないと頭の方まで血流が保たれませ

んので、可能な限り 初 3 分以内に心臓マッサージを行ってください。 
 
輿先生： 
ありがとうございました。 

 
司会： 
他にいかがでしょうか。 

 
高屋先生： 
日立製作所の高屋と申します。AED と直接関係ない件なのですが、 近心マッサージ回

数が、人工呼吸は 2 回した後、以前は 15 回だったのですけど、アメリカの報告では 30 回

くらいした方がいいというデータが出て、日本も変わるのではないかということですがそ

のあたりはどうなのでしょう。 
 
杉山先生： 
エビデンスは未だはっきりとしていません。これまでは 2000 年のガイドラインで行って

いましたが、今後は新しいものに変化してくると思います。 
 
高屋先生： 
今までと違って、回数はたくさんしたほうがいいということになるわけですね。 

 
杉山先生： 
やはりビートが多くなると、こちら（医療者側）は大変です。 

腰を痛める医療者が多くおります。 
特に低体温の方の場合には、温度を上げるまでにかなりの時間を必要とします。 

その様な場合には、機械を使って人工マッサージを行います。今後は少しずつそのような

（機械を使った）状況になるかもしれません。 
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司会： 
いかがでしょうか、他に何かご質問はないでしょうか。 
 

千葉先生： 
小児では VF が少なく AED の適応は少ないというお話がありましたが、スポーツ中の心

臓震とうなど突発的なケースも出てくるかと思います。先程電極の貼り方を前胸部と背中

にといったお話がありますが、電流や電圧はそのままで宜しいのでしょうか。 
 
杉山先生： 
はい、電流や電圧が強すぎると何がいけないかという事ですが、先程少しお話したかも

しれませんが、AED には Biphasic と Monophasic の機種があります。Monophasic 単層性

波形では人によって異なるインピーダンス（電流に対する人体の抵抗）を補正出来ないた

め、高エネルギーを必要とし、組織損傷がおおきくなります。そこで、その半分の電流電

圧でパワーとしての効力は同じです。人に対しての組織への影響力、組織のダメージを少

なくするために、Biphasic 要するに二層性波形が開発されました。二層性波形では半分の

ダメージで済む上に、効力は同じです。この二層性波形を開発したのはフィリップス社で、

日本光電では、開発に時間がかかりました。厚生労働省からの認可にも時間はかかりまし

たが、現在では認可されています。私どもの大学病院にある日本光電の機械は全て単層性

です。従って 300、360J までエネルギーを上昇させる事ができます。しかしながら、その

ようにすると皮膚が軽く火傷してしまいます。実際に Biphasic では、180J 位の対応で済み

ます。Monophasic で 180J ではなかなか効果が認められません。 
そういった意味では、現在、医療機器は日々進化しています。 
  
高橋先生： 
救急救命士が気道確保のため気管内挿管ができるようになって、結構やられているもの

なんですか。 
 
杉山先生： 

現在、頻度は多くなっています。しかし、中には危険なこともあります（合併症）。例え

ば、食道挿管です。そのようなことが起こらぬよう、度重なる訓練をすることで、上手く

なります。緊急時には、医師でもなかなか出来ないことがあります。やはり 1000 例、2000
例経験した人と、30 例の人では圧倒的に差があります。テクニカル面では、幾つか課題が

ありますが、緊急時に救命士が医師に準じた役割を担い、救急医療をスムーズに行うため

にも、日夜訓練が行われています。 
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高橋先生： 
気管内挿管をして気道確保していないと、アンビューバックによってエアーを消化管に 

押し込んでしまう危険性を感じていたものですから。 
 
杉山先生： 
それはきちんとしたトレーニングを受ける事により、解決できると思います。 
 

司会者： 
他にいかがでしょうか。 

 
石渡所長先生： 
さっきのバルーンつきはどれくらい普及しているんですか。あのダブルカフつきは日本

では使っているんですか。 
 
杉山先生： 
日本では使っております。 初は米国から輸入していましたが、米国人用に作られてお

り、チューブが太く、日本人の体型には合わなかったのです。現在では米国のものが改良

されて、柔軟でしかも使いやすくなったので使い始めました。今は挿管の前、特に水を大

量に飲んだ溺水のような場合、あるいは食事を大量に摂取した場合の CPA の場合などには

大変効果があります。 
 
司会者： 
他にご質問は宜しいでしょうか。では、本日は大変お忙しい中、有難うございました。

産業医の立場からしますと、今後 AED については事業主の方からもコメントを求められる

機会が多くなるのではないかと思います。 
後になりましたが、石渡所長からご挨拶をお願い致します。 

 
石渡所長先生： 
本日は大変お忙しい中、豊富なご経験をもとにしてお話いただき、ありがとうございま

した。私も臨床の場を 20 年離れて、昔を思い出しながら、進歩したものだなという感想が

ございます。まだまだやはり産業の現場、企業の中で倒れるとですね、産業医がいて、今

倒れたから連れてこいって言っても、周りの職員が倒れているんだから先生来てよと、言

うのもまだ残っているだろうと思います。ひとつはそこの教育が多分必要なのではないで

しょうか。それが一点。それからもう一点は、ご存知だと思いますが、過重労働対策の中

で、急性心停止っていうのは、3 つ目に大きな項目で入っていまして、先ほど先生にご紹介

いただいたように、統計は無いにしても、一応推計値として確かに 7 万ないし 8 万人くら
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いは、対象としてはある。その 6 割が多分、心筋梗塞だろうというような報告になってい

ますので、企業の中では倒れる確率っていうのはかなりある。私も実際、10 年ちょっとや

った中で、一例あります。32 くらいの若い人でした。そういうこともあるんで、やはりこ

れからは避けて通れない対応ではないかと思います。そのへんは先ほどリースなり、安く

手に入るということも、検討しなければなりません。先生方は現場で十分に活用できるよ

うな知識を得たのではないかと思います。改めて先生ありがとうございました。 
 
千葉先生： 
 後に次回のご案内をさせて頂きます。次回は 2 月 4 日土曜日、テーマは「IT 眼症の実

際とその治療法」というテーマで神奈川歯科大学の原直人先生にお話頂く予定です。どう

ぞ多数のご参加をお願い致します。 
 
司会者： 
それでは、本日の交流会を終了させて頂きたいと思います。お忙しい中有難うございま

した。 


