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救急 救 命 士 制度, 院外心 肺 機 能 停止,

1. は じ め に

本邦では隼間7-8万人の病院外L､肺機能停_ll_･.(otlt()∫

hospitalellrdiopullllOn呈11-)･;llrreSt.1十卜OIICP:U

患者を救急隊が医療機関に搬送 している.このような

OHCPA 患者のいかに多くを蘇生させ,社会復帰をさ

せるかは救急医療体財腫 大きな課題と言える.従来,本

邦における OHCPA 患者の予後は不良とされ,プレホ

スピタ捗 .ケアの改寮を目的として,平成3年に救急救

命士制度が発足 した.発足以来すでに8年が経過 して,

この間やこの制渡に関していろいろな評価がなされてお

り,現在,厚生省では救急救命士が行う医療行為をさら

に拡充させようと検討段階に入っている.本稿ではこの

制度発足(!)背景,そしJ)評価と問臥.工 今後J)娃望(二一一)い

て槻L】らUj｢る.

2. 救急救命士法 と成立の背景

救急敢命日剛度1､用†(叫,I(急隊鉦/r)行十ブしホスピt'ル･

ケアについてはヲ昭和53年に消防庁のガイドラインがあ

る.しかし,そのほとんどは一般人でも行えるものであ

り,このようなプレホスピタ捗 .ケアの体制における本

邦の OHCPA 患者の治療成績は極めて不良で,国内各

施設における生存退院率は一様に数%以下であり1ト 3),

一方,諸外国での生存退院率は,地域差があるものの10

%以上を示すところも少なくない4).瀧野らの5)本邦

における15報告のメタアサ リイシスによれば,平均生存

退院率は3%,社会復帰率は1%程度で,米国における

平均生存退院率9%,社会復帰率 7%損 と比較すると

著しく低い.

このような現状をマスコミが指摘 して,実質的な検討

からわずか8ケ月あまりで ｢政急救命士法｣の成立となっ

たことは記憶に軒しい.L杏L,本法は ()llrPA 患 首

Uうみを対象としており,医師の具体的な指示下という条

件付きで,器ELを附いた気道確保,静脈路確保と乳酸 リ

ンゲル液の点滴,半除細動の3医療行為 (いわゆる特定

行為)が可能となっている,本法は医師以外の者が病院

外で医療行為を行うことを法的に認めたという点で画期

的ではあるがヲその成立に当たって,種々な団体の反対

LTts t P ill 様 式

により気管内挿管なし,半除細動,翰液絡を確保しても,

アドレナリンやuドかぜンなど碍投与は行えないなど,

かなりの制限がついたものになっている.

3.救急救命士法の評価

現在,救急救命士は,救急振興財団と一部大都市で設

置する11カ所において年間約 14榊 名を養成,平成10年

度では全国の救急救命士資格者数は 70桝 名,その内の

約6榊0名が従事しており,消防隊の37%†消防本部の

72%に救急致命士が運用されている,救急救命士の増加

と共に,その時宝行為の施行率も増加してお り,平成 9

年度では気道確保は且9%,除細動は3% (ただし,除細

動の適応となる心室細動は,息0%程度と考えるとその適

応の30%)で行われており,餐体では OHCPA の患者

の28%で特産行為が施行されて』もる射.

このような状況において亨本邦 における OHCPA 患

者の予後は改善しているのだろ うか ?自治省消防庁 ｢救

急業務高度化推進検討委員会｣で,全開の救急救命士制

度の現状分析とその成績 についての調査研究が行われて

いる｡平成 9年度の 集 計 報 告 で は ,0HCPA 愚者

76,272名中予目撃者のある症例 は 35,602名で,救急救

命士関与例と非関与例での比較では,救急救命士関与例

では蘇生 1ケ月後の生存率は1.7%改善したと報告され

ている机.

一方,医療機関からみた評価では,救急救命士が関与

した OHCPA 患者での予後の改善は今のところ報告さ

れていない.例えば,1998年に日本救急医学会 ･救命救

急法検討委員会からの報告日 では,1996年 1月-3月

の3ケ月間に全国の39医療機関で集積された OHCPA

患者 1,278例の予後についての詳細に検討 している.救

急致命士族施行前の 1984年- 1988年の同じ医療機関

がj'J巨)た (_)i-I('I):1忠常 10.36･1削(T)集計と比較守ると.

1時間生存,1ケ月生存,社会復帰率いずれも救急救命

士制度導入後のほうが低下しており,さらに,1996年度

の1,278例について,救急救命士関与例と救急隊員関与

例で比較しても,救急救命士関与例で社会復帰率に有為

な改善を認めていない.この理由としては,医師の具体

的射 旨示に手間取巧,現場で適切な処置が行われないま
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ま時間が経過していることが太きを要鍔であろうと推測

されている7).

･1. 救急救命士制度の評価上の問題点

上記のように,自治省消防庁 ｢救急業務高度化推進検

討委員会｣の報告では救急救命士により,蘇生 且ヶ月後

の生存率が改善したとしているが,これはふンド書ポイ

ントを生存退院,社会復帰においていないので,予後が

改善したことにはならない,また,救急救命士のいる消

防本部と救急隊員のみ和 尚防本部では,救急体制そのも

のに差を生じている野昏転性があり,さらにタ業際にどの

ような準窟行為がどの程度行われたかの検討が行われて

いないので,この改善が救急救命士毎体による効果とは

言い難いと考えられる一一万,医療機関からの報告では,

現在のところ,救急救命士の関与した 0蒼貰CPA 患者に

おいてチ生存退院率ア社会復帰撃に明らかな改善は報告

されていない.また,医療機関からの評価は hospitaレ

based離udyであり,OHCPA 患者というよりも来院

時心肺機能停止患者の報告であり,さらに,搬送という

バイアスがかかるので,OHCPA 患者の予後といった

地域全体の評価にはなり得ないと考えられる.元来,

OHCPA 患者の予後の改善には,速やかを bysもan舶T

CPR と2次救命処置による自己心拍の再開が必須であ

り,救急救命士の導入のみで予後の評価は出来ないのは

明らかであり,現行では消防隊の覚知から現場到着の全

国平均時間5.7分で,特走行為の質と墓がいかに増加 し

て転,bystandeTCPRが心停止の5分以内に施行され

ていなければ予後を評価しても意味がないと考えられる.

5. t't.stein様式の重要性

OHCPA の原因として,寝殺,心筋梗塞,脳卒中,外

傷など様府あり,さらに,その状態も死体現象を望 して

いるものから搬送中に心停止となったものまで様々であ

り,これらをひとまとめに治療成績を評価するのは科学

的でないと考えられる,基本的には,救急救命士制度の

ような救急体街ijの評価には,エンド旬ポイントを生命予

後においた,population-basedの臨床疫学的手法が

必要となる.従来,諸外国においても,蘇生に関する頗

語が統一されておらず,偶々のデ-夕を素直に比較出来

ないことが指摘されており,1990年に北米,ヨ-ロツパ

の循環器,蘇生学の代表者が集まり,蘇生法に関する用

語の定義とデ-夕の集計の方法の統一がなされ,この時

決められたデータの簸計の方法をその会議が開かれた場

所にちなんで Utsもein様式と呼んでいる8).近年ヲ詣

3

外国においてはこの様式に基づ く報告が多い9ト 12)

UもSもein様式で問題としているのは,ある救急体制にお

けるその地域の OHCP患者の生存退院率,退院1年後

の生存率であり,しかもァ心停止の原園が心臓由来の心

停止で,目撃者がおり,牽初の心電図が心室柵動か頻拍

症の症例についての予後の評価である.同時にこれはそ

の地域の救急医療体制のレベルの示す指標とされている｡

心臓由来,目撃者あり,心室細動か心室頻拍症に限定す

るのは,これ以外の症例では,社会復帰は極めて困難な

為で,実際に,外因性の心停止で社会復帰可能なものは,

溺水,首吊り,偶発性低体温など極めて限されたもので

しかない.具体的には,対象となる救急医療体制が管轄

する地域の人口,その地域での心肺蘇生法の対象となる

心停止患者の数,実際に心肺蘇生法が行われた患者数,

心臓由来の心停止の患者数 (明らかな心臓以外の要因が

なければすべて心臓由来とする),目撃者の有無,心電

図のリズム (心静止,心室細動 ･頻拍,それ以外),負

己心拍の再開の有軌 ICU 入室ブ生存退院,退院i年

後の生存の10項目について評価する方法で,これにより

情報や時刻の定義が明確となり,個々の報告に統一性 を

持たせて,地域間の比較検討が可能となる (図五).

6. 本邦における Utsteill様式による集計報告

最近,本邦でも mstein様式に準 じた集計が報告さ

れるようになった頼16日 豪 且).これにより本邦にお

ける OHCPA 患者の寛態が明らかになりつつある.本

邦では救命率が高いとされる ｢心原性,凝初の心調律が

心室細動または心室頻拍症｣の発生率は欧米の 1/lo程

度であり,その社会復帰率に地域間に大きな差があるこ

と,この差は主として,byst汲ndeTCP民 の施行翠や

特定行為の施行率,ドタダ-カ-などの救急医療システ

ムの遠頼 こよることが明らかになった.例えば,by-

standerCPR 碍施行率が50%,特定行為施行撃が90%

と高い秋田市での社会裸婦率は40%と世界的に誇れる水

･ _ ･ ■･ -†

完行為施行撃が低い太阪北摂地区頼,名古屋市15)では

その社会復帰撃は,依然救急救命士制度発足の前の状態

に留まっている.また,船橋市ではドクターカーシステ

ムにより,現場に医師が速く駆けつけ,高度な 2次救命

処置を行うことにより,高い社会復帰率を実現 してい

る旦那.

7.最 後 に

一般 に.目撃者がある心臓由来U)心停止で初期の心調
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泰且 革邦における院外 L､肺機能停止症例の UもSもeiTi翫錘 に基づく報告例

地域

(期間)

船橋市

(5年間)

大阪北摂地区

日 年間)

名古屋市

日 年間)

秋田市

日 奪閏)

救急†棉E3

ドJj!'･･-カーー

救急隊虞

救急救命士

救急隊員

救急救命士

救急隊員

救急救命士

規芸慧間 対象数 心遠雷 LT%) 目賢 者 認 諾 去)

5.5分 I195 622 375 85

(52%) 湖 .3%) 拍3.7鶴)

5.5分 972 478 178 36

潤 .2%) は7.2%) (7.5%)

6.3分 1190 60T llL' 30
(5且.0%) 甘9%) (4.9%)

7.0分 7612 3}10 180 56

宅凝.5%) (52.9%) (16,5%)

社会復帰寧 Bystander

(鶴) cpR (%)

16,5% 5.3%

1998年20%

2.8% 27%

0.20(- 17.900

39.3% 50%
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律が心室細動か心室噸拍症の OH('PA 患 者の社会復帰

準はその地域の救急医頼体制のレベルを示す とされてい

義.この ような患者の社会復帰率 をあげ るため には

ch壬1inofsurl･il,alのすべての要素について改善する

必要があ i).発見,連取 bystallder('PR,除珊軌 2

次救命処置のどこかに 1つにでも問題がある救急システ

ムでは.単に特定行為の質と巌を改善しても救命準,礼

会復帰率の改善には結びつかないのは明らかである.守

後,特定行為の拡充や見直 しをしていく為には,地域狩

実情にあった救急医療システムの整備が麗質で,さらに,

医師の関与のもとに,LTstein様式に準 じた前向 きの疫

学的調査を行いつつ評価5.整備していく必要があると考

えられる.
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