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１．はじめに 

 
 皆さん、初めまして。今回、高齢者への救急

対応（第４回）を担当することとなりました、

北海道の留萌（るもい）消防組合消防署小平（お

びら）支署に勤務しております杉本強と申しま

す。 
 私は救急標準課程の資格しか取得しておらず、

救急救命士の方や救急隊員として大先輩の皆様

方に対して、救急活動について執筆するという

ことは、とても恐縮に感じているところではあ

りますが、このような機会は滅多にないと思い、

お引き受けすることと致しました。 
 内容については「その他の病気」ということ

で脳疾患、心疾患以外で高齢者に多く見られる

疾患について書かせて頂きましたので、今後救

急隊として活動される方々にも読んで頂ければ

幸いです。 
 
２ ． 高 齢 者 の 体 の 特 徴

 

 高齢者の方は病気が多いと良く耳にしますが、

それはなぜでしょうか？ 
 私達の体は環境の状況が変化しても常に一定

の状態に保たれております。これをホメオスタ

ーシス（恒常性維持）といい、これが崩れると

健康が損なわれるばかりではなく、悪化すると

生命に関わります。 
 ホメオスターシスは、肺・肝臓・腎臓などの

複数の臓器の働きによって維持され、内分泌系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ホルモン）、神経系（自律神経）、免疫系（感 
染防御）によってコントロールされていますが、

高齢者はこの働きが衰えており、簡単にホメオ 
スターシスが崩れ、全身状態が悪くなりやすい

という特徴があります。 
 
３．高齢者に多い慢性疾患 

 

 次に、高齢者に多くみられる主な慢性疾患を

まとめてみました。（表１）  
 
（表１）高齢者の主な慢性疾患  

呼吸器系 

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ） 
気管支喘息 
肺炎 
肺結核 

循環器系 
高血圧 
閉塞性末梢動脈硬化症 

消化器系 

慢性胃炎 
便秘 
慢性肝炎 
虚血性腸疾患 

泌尿器系 
慢性腎不全 
前立腺肥大症 
尿路感染症（膀胱炎など） 



内分泌系 
代 謝 系 

糖尿病 
高脂血症 
甲状腺機能低下症 

 
４．疾患と救急活動時のポイント 

 

次に、救急現場でよく目にする高齢者に多い

疾患と活動時のポイントについて紹介したいと

思います。 
１）高血圧（症） 
 高齢者において高血圧の方が多いのはなぜで

しょうか？ 
もともと持病があり、血圧が高いという方も

少なくはないと思いますが、高齢の方に高血圧

が多い理由としては、加齢と共に動脈が硬くな

り、末梢血管の抵抗が増大することが原因とい

われております。 
また、高血圧は多臓器への影響が大きい為、

脳卒中や狭心症、心筋梗塞等の危険因子となる

ので注意が必要です。 
◆症状、観察のポイント◆ 
基本的に高血圧と特定できる症状はありませ

んが、血圧が急に上昇すると 
「頭痛・疼痛、肩こり、耳鳴り、眩暈、動悸、

顔のほてり、吐き気、手足の痺れ」 
などの症状を感じることがあります。 

◆処置のポイント◆ 
 高血圧に対して救急隊員が行える処置は血圧

測定のみであり、病院到着まで継続的に測定す

る必要がありますので、標準血圧（図 1）及び
マンシェットの取扱方法をしっかり把握してお

く必要があるかと思います。 
 

（図 1）血圧の分類  
・マンシェット取扱方法  
Ⅰ．体格に合わせてサイズを選定する。 
Ⅱ．出来るだけ裸腕に装着する。 
Ⅲ．マンシェットは締め過ぎない。（写真１）  
Ⅳ．透析用シャントがある場合は対側の上腕で

測定する。 
              
 
 
 
 
 
 
２）慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ） 
 ＣＯＰＤとは慢性気管支炎と肺気腫を合わせ

た病名で、中高年以降に発症しやすい疾患です。 
 気管支の病変が慢性気管支炎と呼ばれ、肺胞

の病変が肺気腫と呼ばれていますが、この２つ

の病変は別の病気ではなく、両方が同時に存在

しています。 
◆症状、観察のポイント◆ 
Ⅰ．患者のほとんどに喫煙歴あり 
Ⅱ．慢性の咳・痰（慢性気管支炎の症状） 
  呼吸困難・息切れ（肺気腫の症状） 

Ⅲ．ビール樽状胸郭（barrel
バ レ ル

 chest
チェスト

）* 
Ⅳ．理学的所見：ラ音、呼吸音低下、呼気延長 
 
*ビール樽状胸郭  
肺の組織が破壊されて気道の閉塞が起こり、空

気が肺に溜まって、ビール樽のように膨れてし

まっている状態。 
 
◆処置のポイント◆ 
Ⅰ．酸素投与時、ベンチュリーマスクか鼻カニ

ューレを使用する。またＳｐｏ２は９０％以

上を目標に毎分０．５～１．０ℓから開始する。 
Ⅱ．呼吸抑制が認められた場合は補助換気実施。 
３）糖尿病 
 高齢発症の糖尿病（表 2）の多くは、加齢に

（写真１） 

マンシェットと

上腕の間は指１

～２本入る程度

が適切な巻き方 



よる機能低下により、血糖を下げるインスリン

が効きにくい状態にとなり発症するタイプで、

インスリン非依存型糖尿病（ＮＩＤＤＭ）と呼

ばれております。日本ではこのタイプの糖尿病

が中年以降に多く、９５％以上を占めておりま

す。 
 また糖尿病の初期症状として、尿が多く出る、

口渇、水分を欲する、倦怠感、痩せてくるなど

の症状が現れます。 
 
（表 2）血糖値基準値  

 
・低血糖症  
 次に我々救急隊員が良く現場で遭遇する低血

糖症について紹介したいと思います。 
 低血糖症とは、血糖値が異常低値になること

により発症するもので、低血糖の起こる最も多

い例はインスリンや経口血糖降下剤で治療中の

糖尿病患者です。 
◆症状、観察のポイント◆ 
Ⅰ．急激な血糖降下時（交感神経緊急症状） 
 心悸亢進、頻脈、発汗、振戦、顔面蒼白、血

圧上昇などが生じる。 
Ⅱ．緩徐な血糖降下時（中枢神経症状） 
 振戦、痙攣、頭痛、異常行動、意識障害、複

視などが生じる。 
◆処置のポイント◆ 
  低血糖において１番効果的な方法は糖分を

含んだ物（角砂糖、砂糖水）を与えることで

すが、患者の意識状態などを考慮し、また搬

送先医療機関の医師と相談し、処置を行うこ

とが必要かと思われます。 

５．事 例 
 

 次に、ＣＯＰＤと低血糖の事例について紹介 
したいと思います。 
 
※事例１～８２歳（男性）  
・通報内容 
胸が苦しく、息がしにくそうなので救急車お 
願いします。 

・現場到着時 
 玄関先に立っており、自力歩行にて車内収容。 
 意識レベルはクリアで、呼吸苦を主訴とする

も動かなければ辛くないとのこと。 
・車内収容後のバイタルサイン 
脈拍～９２回、血圧１７９／１０６ｍｍＨｇ 
ＳpＯ２～１００％（酸素２ℓ投与下） 

・搬送途上～酸素投与中断 
・既往歴～心臓病、喘息（数種の薬服用中） 
・救急要請時の状況 
 ２日前に病院受診するも風邪と診断された為、

自宅にて療養。１日前より調子が悪く、当日

に近隣者が様子を見に来たところ呼吸が苦し

そうなので救急要請したもの。 
・診 断 名～ＣＯＰＤ増悪 

 
この事例では主訴が呼吸苦であるため、呼吸

器系の疾患なのかな？とまずは想像できるかと

思います。 
しかし、バイタルを見ると血圧が高いこと、

既往歴に心臓病があることから、他の病気から

くる呼吸苦では？と考えることも出来ると思い

ます。今回の事例では結果的にＣＯＰＤという

診断名ではありましたが、問診時に既往歴でＣ

ＯＰＤという言葉は出てきませんでした。 
患者本人がこの言葉を知らなかったのか、そ

れとも病院で言われたことがなかったのかは分

かりません。しかし、ちゃんと問診を行えば聞

き出せた情報もあると思い、患者の意識状態が

良い場合は、多くの情報を聞き出す努力をしな

ければならないと感じた事例でした。 

血糖値 基準値 空腹時血糖値 食後 2時間血糖値 

正常値 100未満 

正常高値 110未満 
   140未満 

境界型 110～126未満 140～200未満 

糖尿病 126以上 200以上 



※事例２～７９歳（男性）  
・通報内容 
 ホームヘルパーですが、訪問した家の方の様

子が少しおかしいです。意識はありますがふ

らついたり、呂律が回らないように見えるの

で救急車お願いします。 
・現場到着時 
 居間に敷かれた布団上に仰臥位。 
 意識レベルはクリア、四肢の麻痺無し。 
 瞳孔所見異常なし。 
 ＳＰＯ２～９３％、脈拍～７９回 
 主訴にあっては特になし 
・車内収容後のバイタルサイン 
 脈拍、ＳpＯ２は特に変わらず。 
 血圧８５／４７ｍｍＨｇ 
体温～３７．０℃ 

・既往歴 
１年前に肺炎にかかって以来、病院へは行っ

ていない。 
・救急要請時の状況 
 ２日前に会った時には特に異常は無かったが

訪問時、なんとなく様子がおかしく、立つと

ふらついたり、呂律が回らないように見えた

ため、救急要請したもの。 
・診断名～低血糖 
 
通報内容で「呂律がまわらない様に見える」 

とのことで一見、脳疾患？と思えるような事例

です。 
しかし、現場では麻痺もなく、瞳孔所見も異

常がありませんでした。車内収容後、血圧測定

した結果、数値が低く出たため、低血圧による

ふらつきなのか？もしかしたら出血や心筋梗塞

などにより血圧が下がったのでは？などと考え

ましたが病院収容までの間、特に容態変化は無

く、なぜこのような状態になったのか想像出来

ませんでした。 
病院到着後、医師が血糖を測定し、ブドウ糖

を投与したところ状態があっという間に良くな

ってしまいました。 

その後、患者さんはすぐに帰宅したとの事で

「あんなに具合が悪そうだったのに…」と思い

とても驚かされました。 
この症例では低血糖に対するブドウ糖投与の

効果の著しさと、既往歴に糖尿病がなくても低

血糖が起きるんだと初めて気づかされた症例で

す。 
 
６．まとめ 

 

 今回、高齢者の救急疾患について私なりに

色々な文献を読んでみたり、過去の出動報告書

を読み返した中で感じさせられたことは、第１

回の掲載にもありましたが「一人で複数の疾患

を持っている」という事と、「患者によって症状

が様々である」という事です。 
 救急で搬送した高齢者の方を見てみると、大

体の方が２つから３つは既往歴があり、もっと

たくさんの疾患を抱えている人も少なくありま

せん。また多くの薬を服用しており、救急搬送

時に薬を見せて貰っても、何の薬なの？？と思

うことも多々あります。 
 現場での観察についても、患者によって症状

は多種多様であり、高血圧１つをとっても、軽

度の眩暈で治まる人もいれば、自分一人では動

けなくなるほどの症状が出る人など、様々です。 
 今後、更に高齢化が進む中で私たち救急隊員

は高齢の患者さんを搬送することが益々多くな

ってくると思います。その様な中でも「同じ症

例は１つもない！！」という気持ちと、どの様

な患者に対しても労わる心を忘れずに、救急活

動を行うことが大切だと思います。 
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