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第９回 CV-NET信州研修会

急変時の対応

⾧野赤十字病院 循環器病センター
宮本 真澄

今日、あなたは夜勤です。
夜の11時、
明日心臓カテーテル検査予定の○○さんから
胸が苦しいとコールがあったので

様子を見に行きました。

呼吸が無いみたい？

誰か来て！先生呼んで！

大変！大変！

救急カート持ってきて！！

アンビューは！！！

モニター付けました。

VFだ!VF!!

AEDはまだ来ないの！
急いで！急いで！

胸骨圧迫始めろ！心マだ！心マ！！

パッドを早く付けて
違うそれは小児用！
落ち着いて！！
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どうしたんだ！？

心肺停止か！！挿管だ！挿管！！
チューブ持ってこい！早くしろ！！！

喉頭鏡はどうした！！

点滴準備しろ！！

アドレナリン！アドレナリンだ！

AEDは使ったか？
コネクターが入っていないぞ！！

何をしてるんだ！

意気消沈・・・

急変とは
状態が急激に変化すること

呼吸困難

呼吸停止 吐血・
下血

胸・腹痛

めまい

心停止

意識消失

痙攣

頭痛

循環器疾患患者の観察ポイント

呼吸困難
心不全増悪、うっ血性心不全、肺塞栓症

胸痛
心筋梗塞、狭心症、大動脈解離

失神、意識消失
不整脈

心停止・呼吸停止



3

緊急コールの方法

心停止 呼吸停止 意識消失 生命の危機的状態

緊急コール:「コードブルー」「ハリーコール」といったような
全館放送される緊急コール

RRS（Rapid Response System）
急変が起きる前には、何らかの前兆がある
早めに対応することで心肺停止を予防できる

当院のRRS起動基準
項目 内容 指標
全般項目 患者に関する何らかの懸念（なんだかいつもと違う・おかしい）
呼吸器系 新たな呼吸回数の変化 8回/分以下または30回/分以上

新たな酸素飽和度の低下 SpO2 90%未満（酸素吸入下で）
循環器系 新たな収縮期圧の低下 90mmHg未満または40mmHgi以上の低下

新たな心拍数の変化 40以下または130以上
尿路系 新たな尿量の低下 50ml/4ｈ以下
神経系 新たな意識レベルの低下
体温 四肢冷感

急変時の報告
IＳＢＡＲCを使った報告方法

Identify－「自分-報告者と患者の同定」
Situation－「状況-患者の状態」
Background－「背景-臨床経過」
Assessment－「評価-状況評価の結論」
Recommendation－「提案-具体的な要請内容」
Confirm－「復唱確認」
起こっている内容を分かりやすく相手に伝えるためのコミュニ
ケーションスキル

急変時の報告例

I:報告者と患者の同定
「私は○病棟の看護師□です。△号室のAさんですが・・・」

S:患者の状態
「呼吸状態が悪化しています」「起坐呼吸です」「SPO2が70%台です」
＊何を一番言いたいのかを簡潔に伝える

B:臨床経過
「心不全で入院しています。尿量が少なく体重も増加傾向でした。」
＊入院理由・目的、経過、VS（普段の値との比較）、訴え、治療方

針など
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A:状況評価の結論
「心不全の増悪かもしれません」
＊自分の判断した評価を報告。「・・・かもしれません」「・・・の可能性

があります」は有用な表現。診断名は必要ない。
R:具体的な要請内容
「すぐに来てください」「酸素の指示をお願いします」
＊どのような対応が適切と考えているか報告する。

C:指示受け内容の確認
「酸素リザーバーマスク６L、開始します。すぐ来てくれますね」
＊医師の行動、指示内容を 口頭で確認、復唱する

呼吸停止など緊急時は、S・Rのみでよい。

例えば、「〇〇病棟の看護師〇〇です。〇〇号室〇〇さんが
呼吸停止です。すぐに来てください」という。

緊急性の高い不整脈と対応①

状態と症状 対応

洞不全症候群
（洞停止）

洞結節の機能停止により刺激が心房に伝え
られない状態。めまいや失神が起こる

ペースメーカーの適応

Ⅲ度房室ブロック
（完全房室ブロック）

房室接合部で完全に伝導が途絶した状態。
心房と関係なく心室が調律を刻む。
心拍数は50/分以下 倦怠感、息切れ 失神、
めまい

ペースメーカー

Ⅱ度房室ブロック
（モビッツⅡ型）

心室への伝導が時々途絶える状態。PQ間隔
は一定で突然QRSが脱落する。Ⅲ度房室ブ
ロックに進行する可能性がある。

一時ペーシング

心室頻拍 心室期外収縮が連続して起こっている状態。
心拍数100/分以上。血圧低下など

抗頻拍ペーシング、電
気ショック

緊急性の高い不整脈と対応②
致死性不整脈:心停止の4波形

心室細動
（VF）

死に直結する最も重篤な不整脈
心筋が無秩序に収縮している状態で、心臓からの
拍出はほぼゼロ

圧迫胸骨
+

迅速な除細動

無脈性心室頻拍
（pulseless VT）

十分な心拍出量がなく脈が触れない状態 胸骨圧迫
+

迅速な除細動

無脈性電気活動
（PEA）

何らかの電気刺激は出ているが、有効な心拍出量
が得られない状態
モニター上は波形が出ている

胸骨圧迫

心静止
（Asystole）

電気刺激がなく心筋の動きもない状態 胸骨圧迫

致死性不整脈
VF

pulseless VT

ただちに除細動

ただちに除細動
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PEA

心静止
胸骨圧迫

意識の確認
↓

意識がない

応援要請
脈と呼吸の確認

↓

なし

CPR

胸骨圧迫
人工呼吸

30:2

一次救命処置:BLS と二次救命処置:ACLS

軽く肩をたた
き声をかけ確
認する

救急コール
救急カートや
除細動器を
持ってきても
らう 10秒以上かけない!

強く・速く・絶え
間なく

質の高い心肺蘇生（CPR）

胸を強く速く圧迫すること
圧迫を行なうたびに胸郭を完全にもとに戻す
胸骨圧迫の中断は最小限（10秒以内）にする
約2分ごとに胸骨圧迫を交代し疲労を防止する
過換気を避ける

重要！！
胸骨圧迫の圧迫部位

胸の真ん中
胸骨の下半分

左右の手を重ね掌の
根もとで押す
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胸骨圧迫のポイント

胸骨圧迫のポイント『胸の真ん中を、強く・速く・絶え間なく』
・強さ⇒成人は5～6cm
・早さ⇒１分間に100～120回のテンポ
・絶え間なく⇒換気、除細動、交代はスムーズに 10秒以内
・完全にリコイル（圧迫の解除）

胸骨圧迫中は深さやテンポは良いか、
しっかりとリコイルができているか
お互いに確認しあう

気道確保とBVM（Bag Valbe Mask）換気
マスクの当て方と

換気の方法

親指と人差し指でマスク
を顔に密着させる⇒C

残りの3指で下顎を引き
上げ下顎拳上⇒E

一回の呼吸に1秒かけ、
目視で胸の上がりが確
認できるくらい

除細動

除細動を実施するタイミングが早いほど生存率は高くなる
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CPRで使用する薬剤

アドレナリン:カテコールアミン製剤
主に心臓に作用し収縮力を増大させる
末梢血管収縮と冠動脈拡張作用
投与量:1mgを3～5分毎 静注

アミオダロン:抗不整脈薬
除細動、CPR、血管収縮薬に反応しないVF、無脈性VTに使用
投与量:初回300mgを急速静注（AHAのガイドラインによるもの）

急変時対応はチームワーク
急変時には多くの人が、同時にいろいろな処置を行なう

お互いのコミュニケーションが重要

・口頭指示の場合が多い→指示を繰り返し、実施したことを声にだし伝える
・それぞれが自分の役割と責任を認識し行動する
・緊張する場面だが、怒鳴ったり大声を出さず、
落ち着いた口調で話す

・お互いを尊重
記録が大事

COVID-19を考慮したCPR

CPRの手技はエアロゾルを発生させる
胸骨圧迫、BVM換気、気管内挿管

◆PPE着用
N95マスク、フェイスシールド、⾧袖ガウン、キャップ、グローブ

◆気管内挿管を優先
準備でき次第カフ付きの気管チューブで気道を密封
HEPAフィルターを付ける等、回路を閉鎖する

◆関わる人数を制限
COVID-19患者の蘇生に携わる人は感染のリスク→人数を少なくする
胸骨圧迫はルーカスなど機械的胸骨圧迫装置の積極的な使用

HEPAフィルター
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家族への配慮
急変時の家族への連絡
・いつ伝えるか
・何を、どう伝えるか

過度に不安にさせるような言葉ではなく、「状態が変わりましたので、
すぐに病院へお越しいただけますか?」「詳しくは、病院へ到着され
たらお話します」など穏やかな言葉で伝える

・家族に確認すること
・何時に、誰に、どのような方法で連絡をとったか記録

家族が来院されたら⇒患者に関する情報提供
・医師からの説明
・家族が面会できるよう患者の身の回りを整え、環境に配慮

シミュレーショントレーニング
BLSやACLS、ICLS

救急カートの物品の確認
どんな物品や薬品がどこに入っているか
何のために、どのように使用するのか

 AED設置場所の確認
自部署に一番近い設置場所はどこか

急変時に備え必要なこと


