
新しい小児の一次救命処置新しい小児の一次救命処置

あいち小児保健医療総合センター　あいち小児保健医療総合センター　
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小児の救急対応小児の救急対応

•• BLSBLS　（　（basic life support)basic life support)
　　一次救命処置一次救命処置

　愛知県内でも頻回に講習会が開催されている　愛知県内でも頻回に講習会が開催されている



小児の救急対応小児の救急対応

•• PALS (pediatric advanced life support)PALS (pediatric advanced life support)

　　小児の二次救命処置小児の二次救命処置

　　 American Heart AssociationAmerican Heart AssociationととAmerican Academy of American Academy of 
PediatricsPediatricsによって策定されたによって策定されたPALSPALS（（pediatric pediatric 
advanced life supportadvanced life support））が標準的なプロトコールが標準的なプロトコール

　医師限定の講習会が年に数回開催　医師限定の講習会が年に数回開催

　今後、更なる普及が期待される　今後、更なる普及が期待される



心肺停止の特徴心肺停止の特徴

•• 成人　　不整脈などに伴う循環不全が多い成人　　不整脈などに伴う循環不全が多い

•• 小児　　気道閉塞、呼吸不全が多い。小児　　気道閉塞、呼吸不全が多い。

　　　　　例）　　　　　例）SIDSSIDS、、外傷、溺水、中毒、外傷、溺水、中毒、

　　　　　　重度の喘息、肺炎など　　　　　　重度の喘息、肺炎など

•• 心肺停止が発見された段階で適切な処置を行えば、心肺停止が発見された段階で適切な処置を行えば、

•• 救命できる可能性が高い（院外心肺停止後の生存率は救命できる可能性が高い（院外心肺停止後の生存率は

•• ３～１７％、呼吸停止のみでは５０％以上が後遺症なしに３～１７％、呼吸停止のみでは５０％以上が後遺症なしに
生存する）生存する）



心肺停止の特徴心肺停止の特徴

•• １歳以前１歳以前

　出生直後の蘇生が多い　出生直後の蘇生が多い

　　((病院出生の１～１０％）病院出生の１～１０％）

　そのうちの１９％は窒息　　そのうちの１９％は窒息　

•• 乳幼児乳幼児

　　SIDSSIDS　　外傷　溺水　中毒　窒息　外傷　溺水　中毒　窒息　



心肺停止の特徴心肺停止の特徴

•• 院外心肺停止　院外心肺停止　VT,VFVT,VFは１５％以下は１５％以下

　　　　　　　　　　　生存率３～１７％　　　　　　　　　　　生存率３～１７％



「まず通報」より「急いで通報」「まず通報」より「急いで通報」

•• 　成人における急激な非外傷性の心肺停　成人における急激な非外傷性の心肺停
止は心臓由来であり、最も主要な最終調止は心臓由来であり、最も主要な最終調
律は心室細動である。従って、心室細動の律は心室細動である。従って、心室細動の
ある心停止や心拍出量を保てない心室頻ある心停止や心拍出量を保てない心室頻
拍では、拍では、AEDAED（（電気的除細動）の実施まで電気的除細動）の実施まで
の時間が生存の唯一の決定要因である。の時間が生存の唯一の決定要因である。
（「まず通報」）（「まず通報」）



「まず通報」より「急いで通報」「まず通報」より「急いで通報」

•• 　小児における心肺停止は発生率、正確　小児における心肺停止は発生率、正確
な原因、予後を確定することは難しい。な原因、予後を確定することは難しい。

•• ８歳以下では素早く８歳以下では素早くCPRCPR（（心肺蘇生）を約１心肺蘇生）を約１
分行った後、緊急システムに連絡すること分行った後、緊急システムに連絡すること
が推奨されている。（「急いで通報」）が推奨されている。（「急いで通報」）



小児の救命の連鎖小児の救命の連鎖

•• 心肺停止の予防教育と心肺停止の予防教育とBLSBLS BLS for heathcare providers 日本語版より抜粋

•• 小児のための救急医療サービス小児のための救急医療サービス

•• システムへの早期通報体制システムへの早期通報体制

•• 早くて効果的な早くて効果的なPALSPALS



BLSBLSで考える問題点で考える問題点

•• 特別なニーズを伴う小児に対する特別なニーズを伴う小児に対するBLSBLS
　　慢性疾患の特殊性慢性疾患の特殊性((学校や病院との連携）学校や病院との連携）

　気管切開　　気管切開　

　蘇生の制限　蘇生の制限

•• 院外（院外（EMS)EMS)救護救護

　訓練されたものを増やしていく　訓練されたものを増やしていく

•• 乳児や心肺停止の予防乳児や心肺停止の予防

　外傷　外傷



SIDS(SIDS(乳児突然死症候群）乳児突然死症候群）

•• １ヶ月～１歳１ヶ月～１歳

•• 生後６ヶ月以内が７０～９０％生後６ヶ月以内が７０～９０％

•• 危険因子　危険因子　

　腹臥位での睡眠体位　腹臥位での睡眠体位

　冬の数ヶ月間　冬の数ヶ月間

　低所得者層の乳児　低所得者層の乳児

　男児　男児

　母親の喫煙　母親の喫煙



外傷と予防外傷と予防

•• 予防予防

　環境整備　安全教育　環境整備　安全教育

•• 損傷の最小限化損傷の最小限化

　　

•• 外傷後のケア外傷後のケア



呼吸不全の診断のポイント呼吸不全の診断のポイント

•• ①① 窮迫症状や呼吸努力の増強を伴った呼吸数の増加窮迫症状や呼吸努力の増強を伴った呼吸数の増加

•• ②② 胸郭の運動の減弱胸郭の運動の減弱

•• ③③ 末梢呼吸音の減弱末梢呼吸音の減弱

•• ④④ 喘ぎ呼吸、呻吟呼吸喘ぎ呼吸、呻吟呼吸

•• ⑤⑤ 意識状態の低下、痛み刺激への反応の減弱意識状態の低下、痛み刺激への反応の減弱

•• ⑥⑥ 骨格筋の筋緊張の低下骨格筋の筋緊張の低下

•• ⑦　⑦　 チアノーゼチアノーゼ



BLS(BLS(小児・乳児）小児・乳児）
•• 反応なし反応なし

→気道確保→気道確保

•• ⇒呼吸なし　脈あり⇒呼吸なし　脈あり

　　　　→　　　　→ABCABC再評価　人工呼吸１２－２０再評価　人工呼吸１２－２０//回回

•• ⇒呼吸なし　脈なし⇒呼吸なし　脈なし

　　　　→　　　　→((準備ができていれば）胸が上がる人工呼吸２回準備ができていれば）胸が上がる人工呼吸２回

　　　　一人：胸骨圧迫３０回＋人工呼吸２回を繰り返す　　　　一人：胸骨圧迫３０回＋人工呼吸２回を繰り返す

　　　　二人：胸骨圧迫１５回＋人口呼吸２回を繰り返す　　　　二人：胸骨圧迫１５回＋人口呼吸２回を繰り返す

　　　　　圧迫は強く、速く（１００回　　　　　圧迫は強く、速く（１００回//分）、絶え間なく分）、絶え間なく

　　　　　圧迫解除は胸がしっかり戻るまで　　　　　圧迫解除は胸がしっかり戻るまで

•• 約２分後には緊急通報　約２分後には緊急通報　

•• AEDAEDを確保（１歳未満は除く）を確保（１歳未満は除く）



気道の確保気道の確保
頭部後屈　顎先挙上法頭部後屈　顎先挙上法

BLS for heathcare providers 日本語版より抜粋

乳児

小児



人工呼吸人工呼吸
小児乳児

BLS for heathcare providers 日本語版より抜粋



乳児・小児に対するマスクバッグ乳児・小児に対するマスクバッグ
人工呼吸人工呼吸

乳児に対するEC法

小児に対するEC法

二人いれば二人で

BLS for heathcare providers 日本語版より

抜粋



乳児における２本指による乳児における２本指による
胸骨圧迫マッサージ胸骨圧迫マッサージ

BLS for heathcare providers 日本語版より抜粋

心マッサージを行っていないほうの手で頭
を押して吸気を吹き込みやすくする



乳児に対する胸郭包み込み乳児に対する胸郭包み込み
両拇指圧迫法両拇指圧迫法

BLS for heathcare providers 日本語版より抜粋

救助者二人の場合



小児で片手を用いた胸骨圧迫小児で片手を用いた胸骨圧迫
心臓マッサージ法心臓マッサージ法

BLS for heathcare providers 日本語版より抜粋

小児の頭部に手をおくことで呼気吹込み
が容易になっている



乳児の気道狭窄の解除乳児の気道狭窄の解除
BLS for heathcare providers 日本語版より抜粋

背部殴打法 胸部突き上げ法



小児の気道閉塞の解除小児の気道閉塞の解除

BLS for heathcare providers 日本語版より抜粋

腹部突き上げ法



ショックの診断のポイントショックの診断のポイント

①① 非代償性なら血圧の低下非代償性なら血圧の低下

　　　　　満期産児　　　収縮期圧　　　　　　満期産児　　　収縮期圧　6060mmHgmmHg以下以下

　　　　　　乳児　　　　　収縮期圧　　　　　　　乳児　　　　　収縮期圧　7070mmHgmmHg以下以下

　　　　　１０歳まで　　　収縮期圧　　　　　　１０歳まで　　　収縮期圧　70+70+（（22×年齢）×年齢）mmHgmmHg以下以下

　　　　　１０歳以上　　　収縮期圧　　　　　　１０歳以上　　　収縮期圧　9090mmHgmmHg以下以下

②② 代償性なら頻脈、末梢冷感代償性なら頻脈、末梢冷感

③③ 敗血症性ショックでは血管が拡張しているので、敗血症性ショックでは血管が拡張しているので、

　　　　末梢が温かいこともある。　　　　末梢が温かいこともある。



気道確保（気道確保（Air wayAir way））

•• 頭部後屈、おとがい挙上頭部後屈、おとがい挙上

•• 補助呼吸をする際、マスクは患者の顔にフィットして漏れ補助呼吸をする際、マスクは患者の顔にフィットして漏れ
の少ないものを選ぶ。ラリンゲアルマスク、エアウェイがの少ないものを選ぶ。ラリンゲアルマスク、エアウェイが
有用の時もある。有用の時もある。

•• 自己膨張式（アンビューバッグ）自己膨張式（アンビューバッグ）

•• 流量膨張式（ジャクソンリース）流量膨張式（ジャクソンリース）

•• １００％酸素で換気１００％酸素で換気

　　



薬剤薬剤((drug)drug)

•• 蘇生薬の目的蘇生薬の目的

•• ①① 冠動脈と脳への血流の確保冠動脈と脳への血流の確保

•• ②② 自己心拍の再開と心筋収縮力の増強自己心拍の再開と心筋収縮力の増強

•• ③③ 心拍数増加心拍数増加

•• ④④ 代謝性アシドーシスの補正代謝性アシドーシスの補正

•• ⑤⑤ 不整脈の治療不整脈の治療



除細動除細動

•• 緊急除細動（緊急除細動（defibrillationdefibrillation））

　　　　　　心電図との同期をせずに行う除細動心電図との同期をせずに行う除細動

•• 選択的除細動（選択的除細動（cardioversioncardioversion））

　　　　　　心電図と同期させて行う心電図と同期させて行う

•• 酸素の投与、アシドーシスの補正酸素の投与、アシドーシスの補正

　（心筋細胞の不充分な酸素化、アシドーシスがあると自己調律　（心筋細胞の不充分な酸素化、アシドーシスがあると自己調律

　に回復しない）　に回復しない）

•• 心停止に対する除細動の有効性は証明されていない心停止に対する除細動の有効性は証明されていない



除細動除細動

•• ＜緊急除細動＞＜緊急除細動＞

　　適応）心室頻拍、心室粗動、心室細動　　適応）心室頻拍、心室粗動、心室細動

　初回　　　初回　　22J/J/ｋｇｋｇ

　　二回目　二回目　22～～44J/kgJ/kg

•• ＜＜選択的除細動＞選択的除細動＞

　適応）心房細動、心房粗動、発作性上室性頻拍、心室頻拍　適応）心房細動、心房粗動、発作性上室性頻拍、心室頻拍

　初回　　　初回　　0.50.5～～1.01.0J/J/ｋｇｋｇ

　２回目　　２回目　22J/J/ｋｇｋｇ



AEDAED

ＡＥＤ　ＡＥＤ　Automated External DefibrillatorAutomated External Defibrillator

　　　　　　　　自動体外式除細動器自動体外式除細動器

•• 除細動が可能な不整脈が原因で心停止に至った傷病者除細動が可能な不整脈が原因で心停止に至った傷病者
に対し、現場で実施可能とするために考案されたに対し、現場で実施可能とするために考案された

•• 小児でも８歳以上でかつ小児でも８歳以上でかつ2525ｋｇ以上あればＡＥＤの適応ｋｇ以上あればＡＥＤの適応

•• 小児の心肺停止のほとんどが呼吸によるものであること小児の心肺停止のほとんどが呼吸によるものであること
を考えると、ＢＬＳを考えると、ＢＬＳ((Basic life support)Basic life support)から始まる小児の蘇から始まる小児の蘇
生の中でその位置づけは問題となっている生の中でその位置づけは問題となっている

•• 問題点　問題点　

　ＡＥＤの出力の安全性　ＡＥＤの出力の安全性

　モニターの信頼性　（小児では心拍数が早く、病的不整脈　モニターの信頼性　（小児では心拍数が早く、病的不整脈
の検出が容易ではない）の検出が容易ではない）



蘇生後の評価と治療蘇生後の評価と治療

•• 自己心拍が再開されたら、高次医療施設、集中自己心拍が再開されたら、高次医療施設、集中
治療室にて治療は継続される。治療室にて治療は継続される。

•• 蘇生後治療の目的蘇生後治療の目的

　　①　　① 脳機能の保護脳機能の保護

　　②　　② 二次的な臓器障害の予防二次的な臓器障害の予防

　　③　　③ 原因疾患の探索と治療原因疾患の探索と治療

　　



心肺蘇生の終了心肺蘇生の終了

•• 一般的には一般的にはCPRCPRは３０分とし、自己心拍の再開は３０分とし、自己心拍の再開
がなければそれ以上の継続はしないことが多い。がなければそれ以上の継続はしないことが多い。

•• 家族への配慮家族への配慮
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