
実践救急ガイドライン 2010 

第 4 回  

「救急隊員の行う一次救命処置  

 

はじめに  

 実践救急蘇生ガイドライン２０１０の連載ももはや第

４回目を迎えました。第１回～第３回まで大変素晴らしい

解説が続き正直とてもプレッシャーを感じています…。 

 なにはともあれ、今自分が説明できることを精一杯書か

せていただきましたので、少しでも皆様のお役にたてれば

と思います。 

 今回のテーマは「救急隊員の行う一次救命処置」となっ

ています。一次救命処置は誰もがすぐに行える救命の基本

でありながら、傷病者の蘇生及び予後に極めて重大な影響

を与えます。基本をしっかりと理解することで初めて応用

に進めるので基本をしっかりと勉強していきましょう。 

 

そもそも一次救命処置ってなんだ？？  

 この題名を見て、諸先輩方に「いきなりそこから始める

か!?」とツッコまれそうな気もしますが……。恥ずかしな

がら一次救命処置を文書で説明するにあたり、活動上、体

では理解していても頭で理解していなかった事に気づき、

自分の復習の意味も込めてここから解説させていただき

ます。 

一次救命処置とはBLS(Basic Life Support)とも呼ば

れ、呼吸が止まり、心臓も動いていないと見られる人の救

命のチャンスを維持するために、特殊な器具や薬剤などを

使わずに行われる救命処置です。具体的には、人工呼吸と

胸骨圧迫からなる心肺蘇生法（ Cardiopulmonary 

resuscitation, CPR）、そして AED (automated external 

defibrillator) の使用を言います。 

 心停止してからすぐに BLS を行うことは救命率を上げ

るだけではなく、脳への酸素供給が維持されることにより

患者の予後にも好影響を与えます。 

 その点から、BLS は非常に重要なのは言うまでもなく、

一般市民を含め多くの方が BLS を理解し積極的に実施す

ることが大切です。 

 ガイドライン(G)2010 では、救急隊員が行う BLS につ

いて、市民を含む共通のアルゴリズム（手順）を基本とし

ていますが、救助者の熟練度、資格、準備された資器材等

を考慮して最適化された医療従事者・救急隊員等における

BLSアルゴリズムを使用します。（図１） 

 一次救命処置の意味もしっかり理解できたところで、さ

っそく本題の「救急隊員が行う一次救命処置」を、このア

ルゴリズムに沿って説明していきたいと思います。 

 

 反応の確認  

 我々救急隊員が１１９番を受け現場に出場し、傷病者に

接触して最初に行う基本中の基本の行為です。言うまでも

ありませんが、覚知した段階で心停止が疑われる場合はそ

れに対応できる全ての資器材（Bag valve mask; BVM、除

細動器等）を携行して傷病者に接触します。 

・まず、周囲の安全確認。 

・次に肩を軽く叩きながら大声で呼びかけます。（写真１） 

反応がなければ次の段階に進みます。 

写真１ もしもし大丈夫ですか？ 

 

【チェックポイント】 

○胸骨圧迫の開始が遅れないように素早い反応の

確認を行う！！ 

 

心停止の判断  

 心停止の判断として、まず救急隊員が行うのは呼吸の確

認です。 

 G2010では、市民救助者は呼吸確認の際、気道確保を行

う必要はないとされていますが、救急隊員は気道確保を行

った上で観察を行います。なお、アルゴリズムからは削除



されていますが、救急隊員は「見て、聞いて、感じて、触

れてみて」呼吸を観察すべきでしょう。観察の結果、呼吸

をしていないか正常な呼吸をしていない場合（死戦期呼

吸：心停止直後にときおり認められる、しゃくりあげるよ

うな不規則な呼吸）は呼吸なしと判断して次の段階に進み

ます。 

 また、必須ではありませんが自信のある方は同時に総頸

動脈での脈拍触知を行っても良いとされています（写真

２）。自信のない方は呼吸確認に専念して呼吸の有無を判

断します。 

 どちらにしても、呼吸と脈拍の確認は迅速な CPR の開

始を遅らせないように１０秒以内で終わらせます。 

 呼吸のみ停止して、脈拍を認める場合は、気道確保して

人工呼吸のみを実施し、たびたび脈拍の確認を行っていつ

心停止しても胸骨圧迫の開始が遅れないようにする必要

があります。 

 

写真２ 彼は自信がある方らしいです。 

 

【チェックポイント】 

 ○１０秒以内に素早く心停止を判断する！！ 

 

CPR 

（１）胸骨圧迫 

CPRは人工呼吸からではなく胸骨圧迫から開始しま 

す。 

  G2010では、今まで以上に質の高い胸骨圧迫が重要視

されており「強く、速く、解除（リコイル）、絶え間な

く」（写真３）押すことが強調されています。次にあげ

ることに注意して質の高い胸骨圧迫を実施します。 

・圧迫部位 

  胸骨圧迫の部位は胸骨の下半分。その目安としては 

「胸の真ん中」となっています。熟練された救急隊員 

であれば瞬時に判断できるでしょう。 

私としては、昔ながらの肋骨をなぞる方法が一番確実 

だと思いますが…。 

・圧迫の深さ 

  成人にあっては胸が少なくとも５㎝沈むように圧迫 

 します。小児・乳児にあっては胸の厚さの約１／３圧

迫します。また、圧迫の解除は胸が完全に元の位置に戻

るまで行わなければいけません。実際に意識して訓練して

みると５㎝以上圧迫するのはかなりの体力を使います。 

・圧迫のテンポ 

  １分間あたり少なくとも１００回のテンポで胸骨圧

迫を行います。また、胸骨圧迫の中断回数及び中断時間

を最小にしなければいけません。これも５㎝以上の深さ

で実施すると正直かなり疲れます。 

・胸骨圧迫の質の確認と交代のタイミング 

  先ほど書きましたが、G2010では質の高い胸骨圧迫が

重要視されています。CPR実施中に隊員間で互いに監視

し、胸骨圧迫の位置やテンポ、深さが適切に継続されて

いるかどうかを確認したほうが良いでしょう。 

  また、胸骨圧迫の質の低下が起こる前に隊員を交代す

る必要があります。目安としては１～２分ごとに交代す

ることが推奨されています。ただし、胸骨圧迫の中断時

間を最小にするために交代に要する時間は最小限にす

る必要があります。 

写真３ 強く、速く、解除（リコイル）、絶え間なく 

    総頸動脈が触知できるほど質の高い胸骨圧迫を！ 



 

（２）人工呼吸 

人工呼吸用の道具が準備でき次第、成人・小児ともに

胸骨圧迫と人工呼吸の比を３０：２で実施します（小児

のみ救助者が二人の場合は１５：２）。「準備ができ次第」

といっても救急隊ならすぐ準備はできるので、最初の 30

回の胸骨圧迫に続いて最初の人工呼吸を行うことにな

ります。 

気道確保は頭部後屈あご先挙上法を用いるとされて

いますが、救急隊員は BVMを用いて人工呼吸を行うた

め下顎挙上法を用いるべきでしょう。また、複数の隊員

が人工呼吸を担当する場合は、両手で BVMを保持する

と密着がより確実になります。 

  人工呼吸は成人・小児ともに酸素投与の有無に関わら

ず、約１秒かけて胸が上がる程度の換気量で行い、過

喚起は避けるよう注意します。 

  なお、呼吸原性の心停止、溺水、気道閉塞などの場合

には人工呼吸から CPR を開始することが望ましいとさ

れています。 

写真４ 両手で BVMを保持 

 

【チェックポイント】 

 ○CPR は胸骨圧迫から！！ 

○胸骨圧迫は今までよりさらに「強く、速く、解除  

（リコイル）、絶え間なく」を意識する！！ 

 ○人工呼吸は過喚起に注意する！！ 

 

ECG 解析・評価  

除細動器の準備ができたら即座に装着します。「心電

図解析まで 2分間もしくは 5クールの蘇生」は廃止とな

りました。もし胸骨圧迫開始より AED準備が早ければ、

胸骨圧迫なしに心電図解析を行うことになります。 

AED あるいは半自動除細動器のいずれを使用する場

合でも、胸骨圧迫の中断時間を最小にするという観点か

ら、ECG 解析・評価を行う直前まで胸骨圧迫を継続す

る必要があります。 

（１）電気ショックが必要な場合 

  電気ショックが必要であれば、充電完了後電気ショッ

クを行います。電気ショックを実施したら、ただちに胸

骨圧迫から CPR を再開し、２分間行います。以後２分

おきに、ECG の確認と必要であれば電気ショックを繰

り返します。 

（２）電気ショックが不要な場合 

  電気ショックが不要ならば、ただちに胸骨圧迫から

CPRを再開します。波形の出る AEDまたは半自動除細

動器を用いる場合で、自己心拍再開の可能性のある QRS

波形が認められる場合は脈拍確認を行います。無脈性電

気活動（PEA）や脈拍確認不要な心静止であれば、ただ

ちに胸骨圧迫から CPRを再開し、２分間行います。 

  以後２分おきに、ECGの確認を繰り返します。 

写真５ 電気ショック実施します。 

 

【チェックポイント】 

 ○胸骨圧迫の再開は素早く！！中断時間を最小

に！！ 

 

 一次救命処置の継続  

  傷病者に正常な呼吸や目的のある仕草が認められる



まで CPR を中断していけません。また、目的のある仕

草が認められるが、呼吸がないまたは不十分な場合は、

人工呼吸を６～８秒ごとに１回で行います。 

 

 ここまでが一次救命処置となります。 

  BLS で心拍が再開しない場合は二次救命処置

（Advanced Life Support, ALS）が必要となってきます。 

 

 おわりに  

  全体を通じて G2010 で強調されているのは、やはり

胸骨圧迫の重要性です。「強く、速く、絶え間なく」を

強く意識して日々の訓練を行い、隊員間での胸骨圧迫の

質の確認を絶えず行う必要があると感じました。 

  今回、恐れ多くも私ごときが救急隊員の一次救命処置

について解説させていただきましたが、自分自身も非常

に勉強になりました。まだまだ頼りない自分なので、一

つでも多くの知識や技術を先輩達から吸収して、それを

後輩達に伝えていけるようになれたらと思います。 
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図１ 医療従事者・救急隊員等における BLSアルゴリズム 
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１．反応なし 

２．呼吸をみる 

３．呼吸なし 

４．CPR 
・ただちに胸骨圧迫を開始する 

強く(成人は少なくとも 5㎝、小児は胸の厚さの約 1/3) 
速く(少なくとも 100回／分) 
絶え間なく(中断を最小にする) 

・30：2で胸骨圧迫に人工呼吸を加える 
人工呼吸ができない状況では胸骨圧迫のみを行う 

気道確保 
応援・ALSチームを待つ 
回復体位を考慮する 

５．除細動器装着 

６．心電図解析・評価 

電気ショックは必要か？ 

７．ショック１回 
ショック後ただちに胸骨圧迫から 

CPRを再開（２分間） 

８．ただちに胸骨圧迫から 
CPRを再開 
（２分間） 



 

 

 

 

  

 

  

ALSチームに引き継ぐまで、あるいは患者に正常な呼吸や 
目的のある仕草が認められるまで CPRを続ける 


