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救急蘇生現場においてチーム医療を行う場合、蘇生処置を指示する人(チームのリーダー)は、チー

ムのメンバーに向けていろいろな指示を“言葉”で出す必要があります。「あれを取って来て！」とか「こ

れをして」では指示になりません。「モニター付除細動器を持ってきて！」とか「胸骨圧迫を代わって」と

いった指示をチームメンバーに分かるように“言葉”で伝える必要があるのです。

救急蘇生の講習会である ICLS コースでは、シナリオを使用した実技講習を行っています。この実技

講習中には、リーダーとなった人に“言葉”で指示を出してもらうのですが、初対面の人に囲まれて、緊

張感や羞恥心などにより、上手く指示を伝えることができず、蘇生が止まってしまうことが度々あります。

こうなると、折角の講習が、“言葉”につまってしまうためだけに、中途半端なものになってしまいます。

当日の講習をより効果的なものにするために、講習中に使用する“言葉”を“台詞集”としてまとめまし

た。何を予習しておけばよいか悩んでいる受講生の方は、この台詞だけでも覚えてきて頂くと、当日の

講習会がより分かり易いものになると思います。

是非、声に出して練習して下さい。

注；講習会は台詞を覚えることが目的ではありません。あくまで、心肺蘇生技術を学ぶことが目的で

す。
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スキルセッション(午前の部)

>BLS(一次救命処置)セッション

BLSセッションでは、傷病者の発見から一次救命処置を実践します。一人で行う処置ですが、講習中

は、周りで見ている受講者にも自分が何をしているのか分かるように、処置内容を言葉に出しながら行

いましょう。

動作 台詞

意識の確認 頭部保持し、軽く肩を叩く(図 1) 「もしもし、分かりますか？意識がない？！」

周囲に声掛け(図 2) 「誰か来て下さい。この人意識がありません。１１９番への電

話をお願いします。他に助けを呼んで帰ってきて下さい」

人・物集め

病室での発症では、

ナースコールを押して

「○○さんが急変です。人を集めて、救急カートとモニター

付き除細動器を持って来て下さい」

気道確保 頭部後屈・顎先挙上(図 3) 「頭部後屈、顎先挙上」

下顎に添えた手を離して、

頚動脈の脈拍を確認し(図５)、

頬を傷病者の口元に近づける

胸郭の動きを見て ｢見て｣

吐息を聞いて ｢聞いて｣

吐息を感じて ｢感じて｣

呼吸の確認(図４)

１０秒以内で行う

可能なら脈拍の

確認を同時に行う

(図 5)

｢呼吸なし｣脈拍の確認を行った場合は「呼吸なし・脈なし」

胸骨圧迫（図６） 胸骨圧迫３０回

胸郭が５cm凹むように

｢胸骨圧迫を開始します｣

可能なら人工呼

吸(図 7)

人工呼吸２回（1 回 1 秒）

横目で胸の上がりを確認
図１

図７
図２

視視線線
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図３ 図４

図６
図５
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>Airway(気道)セッション

気道セッションでは主に、①リザーバー付バッグバルブマスク(BVM)を使用した換気の練習、②気管

挿管後の確認について講習します。

蘇生チームのリーダーとしての役割に留意して、指示を出しましょう。

胸骨圧迫：BVMによる換気＝３０：２の練習

役割 動作 台詞

リーダー 胸骨圧迫の交代

を指示

「○○（胸骨圧迫係）さん、胸骨圧迫を交代して下さい」

胸骨圧迫係 胸骨圧迫を行う ｢胸骨圧迫交代します｣

リーダー 換気係の指示

胸骨圧迫と換気の

方法を指示

｢××(換気係)さん、BVM で換気して下さい。胸骨圧迫対換気は３０対２、同期

でお願いします。胸骨圧迫は１分間に１００回のペースで行って下さい。換気は

２回行って下さい。1 回１秒かけて押し込むようにして下さい」

換気係 BVMで換気を行う ｢BVMで換気をします｣

気管挿管後の確認５項目(挿管はリーダー以外が行い、挿管後の確認はリーダーが行う)

動作 台詞

① 心窩部聴診し食道挿管を否定(図１) ｢胃のゴボゴボ音ありません｣

胸骨圧迫中断を指示 ｢胸骨圧迫中断してください｣

② 胸郭の上がりを見ながら、両側前胸部･前

腋窩線上の側胸部(計４点)で聴診(図 2)

｢胸郭の動きに左右差ありません。呼吸音に左右差ありません｣

できるだけ早く心マを再開 ｢胸骨圧迫を再開して下さい｣

③ 再度心窩部聴診(図１) ｢胃のゴボゴボ音ありません｣

④ チューブ内の曇りを視診で確認(図３) ｢挿管チューブに曇りがあって上下しています｣

⑤ 100％酸素の投与を確認(図４) ｢BVMに 100％酸素繋がって、リザーバーが膨らんでいます｣

胸骨圧迫と換気の指示(挿管時) ｢胸骨圧迫と換気、非同期で再開して下さい。1 分間に胸骨圧迫

100 回、換気６秒に１回で行って下さい｣

図 4図 3

図 2
図 1

胸骨圧迫中断

１０秒以内
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>Monitor(心電図・除細動)セッション

Monitor セッションでは心停止状態の心電図の判断、心電図ごとに異なる治療の指示(アルゴリズム

宣言)、除細動の適否指示、除細動の安全確認を受講します。蘇生チームのリーダーとしての役割に留

意した指示を出すこと、除細動係は安全確認を声に出して行うことが大切です。

VF（心室細動）・Pulseless VT（脈なし心室頻拍）編

役割 動作 台詞

リーダー モニター装着指示 「○○さん(除細動係)、モニターを装着して下さい」

除細動係 モニター装着 「モニター装着しました」

モニター設定を指示 「Ⅱ誘導、感度１倍にして下さい」

脈拍確認のため頚部を触れる 「脈拍・モニターを確認します」

胸骨圧迫中断を指示 ｢胸骨圧迫を止めて下さい」

モニター確認

胸骨圧迫再開を指示 ｢胸骨圧迫を再開して下さい｣

モニター診断 「モニター上、VF です。(VT です。)」

アルゴリズム宣言 「VF(VT)です。VF（VT）のアルゴリズムで治療を行い

ます」

リーダー

除細動準備の指示 「××さん(除細動係)、360J(単相性除細動器)で除細

動をお願いします」(二相性除細動器では大抵 150J)

「△△さん(胸骨圧迫係)さん、徐細動後直ぐに胸骨圧

迫再開して下さい」

胸骨圧迫係の前からパドルを胸壁に

当てる（図１）

「360J で除細動します。離れて下さい」

○○J充電しながら安全確認

自分の安全確認(図 2) 「１、自分よし」

換気係の安全確認(図 3) 「２、相手よし」

周囲の安全確認(図 4) 「３、回りよし」

モニター波形確認(図 5) 「VF(VT)続いています。除細動します」

除細動係

徐細動１回後、直ぐにパドルを戻す

リーダー 胸骨圧迫再開を指示 ｢胸骨圧迫を再開して下さい｣

胸骨圧迫係 徐細動後、直ぐに胸骨圧迫再開 「胸骨圧迫再開します」

VF VT
胸骨圧迫中断

１０秒以内

図 1 図 2

図 3

図 4
図５
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Asystole（心静止）編

役割 動作 台詞

リーダー モニター装着指示 「○○さん(除細動係)、モニターを装着して下さい」

除細動係 モニター装着 「モニター装着しました」

リーダー モニター設定を指示 「Ⅱ誘導にして下さい。感度１倍にして下さい」

脈拍確認のため頚部を触れる 「脈拍・モニターを確認します」

胸骨圧迫中断を指示 ｢胸骨圧迫を止めて下さい」

モニター確認

誘導の変更を指示 ｢誘導を１回だけ変えて下さい｣

除細動係 モニター操作

リーダー 胸骨圧迫再開を指示 ｢胸骨圧迫を再開して下さい｣

モニター診断 「モニター上、Asystole です」

アルゴリズム宣言 「Asystole のアルゴリズムで治療を行います」

リーダー 二次救命処置の指示

PEA（脈なし電気活動）編

役割 動作 台詞

リーダー モニター装着指示 「○○さん(除細動係)、モニターを装着して下さい」

除細動係 モニター装着 「モニター装着しました」

リーダー モニター設定を指示 「Ⅱ誘導にして下さい。感度１倍にして下さい」

脈拍確認のため頚部を触れる 「脈拍・モニターを確認します」

胸骨圧迫中断を指示 ｢胸骨圧迫を止めて下さい」

モニター確認

リーダー 胸骨圧迫再開を指示 ｢胸骨圧迫を再開して下さい｣

モニター診断 「モニター上、af です。脈触れません。PEA です」

アルゴリズム宣言 「PEA のアルゴリズムで治療を行います」

リーダー 二次救命処置の指示

Asystole

Asystole で は

脈の有無は不要

Asystoleを疑った場合、

１度だけ誘導を変えて

Asystole を確認

Ⅰ誘導、Ⅲ誘導のどちら

でも可

af とは限りません。

Vf、VT、asystole 以外

で脈拍が触知できなか

った波形すべて。

af

脈拍の確認は必須ではありません。

脈の触知に自信がない場合、呼吸に異

常がある場合、生命兆候が明らかでな

い場合など、波形が出ていても心停止

状態と考え、CPR の継続が必要です。
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シナリオセッション(午後の部)

>BLS+AED セッション

BLS と AED を用いたシミュレーションを形式の講習を行います。

AED とは Automated External Defibrillator の略で、自動体外式除細動器といいます。簡単な操作で、

自動的に VF を判定し、除細動を指示します。Asystole や PEA は除細動が不要であると診断します。

>ALS（二次救命処置）セッション

ALS セッションも、シナリオに沿ったシミュレーション形式の講習になります。一次救命処置が無効で

あった場合、二次救命処置に移行する指示を出します。

役割 動作 台詞

脈確認・モニター診断 ｢モニター上“～～”です。脈触れません」

アルゴリズム宣言 ｢“～～”アルゴリズムで治療を続けます」

気管挿管の指示 ｢○○さん(挿管係)、気管挿管を行って下さい。挿管できたら教えて下さ

い｣

リーダー

静脈ルート確保の指示 ｢××さん(点滴係)、左(右)肘正中皮静脈に１８ゲージ針で、生食でルー

トを確保して下さい。｣

｢エピネフリン１A 側注し、生食 20ml で後押しして下さい。その後、上肢

を 20 秒挙上し、終ったら教えて下さい｣

挿管係 ｢挿管できました｣

挿管後の確認 →Airway 参照リーダー
その後の指示！ 当日、お待ちしております！

講習中、必ずしもこのテキストにある台詞で指示を出す必要はありません。もちろん、実際の医療現場で

はもっと複雑な指示も必要となる場合があります。興生 ICLS コースを受講されるにあたって、このテキス

トが、少しでもお役に立てれば幸いです。
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略語集

略語 正式名称 意味

ACLS Advancded Cardiovascular

Life Support

道具や薬剤などを用いた高度な心肺蘇生法＝二次救命処置

ALS Advanced Life Support ＝ACLS

AED Automated External

Deffibrillator

自動体外式除細動器。VF や VT を自動で判断し、除細動を指

示する除細動器。自動で除細動するわけではない。

BLS Basic Life Support 傷病者発見時にまず行うべき、特別は道具を用いない救命処

置＝一次救命処置。口対口人工呼吸など。院内では BVM など

の非侵襲的な道具を使用する場合も含まれる。

BVM Bag Valve Mask バッグバルブマスク。アンビューバッグ(アンビュー社の製品)など

の一般名

CPR Cardiopulmonary

Resuscitation

心肺蘇生

DNAR Do Not Attempt Resuscitation 「私を蘇生しないで下さい」自然死を望むということ。

ECC Emergency Cardiovascular

Care

救急心血管治療

PEA Pulseless Electrical Activity 無脈性電気活動。心収縮を示す電気信号がモニター上に現れ

ているにも関わらず、脈を触知できない状態。心停止状態の一

種。

Primary ABCD BLS に除細動器による電気的除細動を加えた一次救命処置。

A；Airwayは気道確保、B；Breathingは人工呼吸、C；Circulation

は心マッサージを示す。Dは Deffibrillation、除細動を示す。

PSVT Paroxysmal SVT 発作性上室性頻拍

Pulseless VT Pulseless Ventricular

Tachycardia

無脈性(脈なし)心室頻拍

Secondary

ABCD

=ACLS。A；Airway は気道確保、B；Breathing は人工呼吸、C；

Circulation はルート確保・薬剤投与を示す。D は Differential

Diagnosis、鑑別診断を示す。

SVT Supraventricular Tachycardia 上室性頻拍(心房性、房室結節性頻拍)

TCP Transcutaneous Pacing 経皮ペーシング。胸壁に貼る通電パッドにより、電気刺激を行

い、心臓を刺激することで心収縮を得る。除細動器の一部の機

種に備わっており、同パッドから除細動とペーシングの両方を行

うことができる。

VF Ventricular Fibrillation 心室細動

VT Ventricular Tachycardia 心室頻拍


