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長野県内の病院における AED 普及状況
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Ventricular ﬁbrillation (VF) is the main cause of sudden cardiac arrest. Because the mortality rate of
patients with VF is extremely time‑dependent, it is essential to perform deﬁbrillation without delay. The
automated external deﬁbrillator (AED) is an instrument that laypeople can use anytime and anywhere. We
surveyed the installation of AEDs in the 138 hospitals in Nagano Prefecture,and received 113 replies from the
138 hospitals. Fifty‑nine hospitals (52 ％) have installed AEDs. Out of these 59, 28 hospitals experienced 31
events of cardiopulmonary arrest in which AEDs were used in 24 of the events (77 ％).Ten of 13 patients with
VF (77 ％) were successfully deﬁbrillated. The more the installation rate of AEDs increases and AEDs are
popularized, the more likely is the mortality rate to decrease. Shinshu Med J 54 : 379 ―386, 2006
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音声ガイドに従い除細動を行う簡便な機器である 。

はじめに

2004年７月１日に厚生労働省医政局長から各都道府県

致死性不整脈の一つである心室細動（Ventricular

知事あてに，
「非医療従事者による自動体外式除細動

ﬁbrillation ; VF）は，心肺停止患者の発症早期に検

器（AED）の使用について」の通達が出され，通常

出されることの多い心電図波形で，除細動で蘇生出来

一般市民は反復継続性が認められず，同条違反になら

る可能性が高い 。VF の予後は，発症から除細動ま

ないと示され，AED は非医療従事者でも使用可能と

での時間に依存し，早急な対応が要求される

。従

なった 。現在，全国の医療施設や公共施設で設置が

来，除細動は医療行為とみなされ，医師が直流除細動

進んでいる。一方で，医療従事者であっても，事前に

器（direct current deﬁbrillator; DC）を用いて処置

学習と訓練を施行していなければ，心肺停止者を目撃

し，医師以外の除細動行為は医師法17条に抵触するた

した際，適切な蘇生と AED 操作を行うことは難し

め禁止されていた。自動体外式除細動器（automated

い 。以上から，AED 設置増加と適切な蘇生法の普

external deﬁbrillator;AED）は除細動器の一種で，

及・教育が，早期除細動につながり，救命率を上げる
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と考えられる。また，院内で発生する心肺停止者に対
する蘇生の状況については，わが国からの報告は稀で
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表１ 病院を対象とした AED に関するアンケート用紙
以下のアンケートに回答願います。
№１ 貴院のベッド数は何床ですか
№２ 従来の除細動器（DC）をお持ちですか
№３ AED(自動体外式除細動器)をお持ちですか

（
床）
（Yes ・ No）
（Yes ・ No）

続いて，
・ AED を既にお持ちの病院は，№４〜№11のアンケートにお答えください。
・ AED を現在お持ちでない病院は，№12〜№15のアンケートにお答えください。
AED をお持ちの病院の先生はここからのアンケートにお答えください。
№４ AED を購入されたきっかけは何ですか （複数回答可）
・医師会からの案内
・蘇生に関わる学会からの推奨
・テレビ・新聞などのマスメディアからの情報
・その他（
）
№５ AED を購入された時期はいつ頃ですか
また，何台購入されましたか

（平成
（

年
台）

月）

№６ 院外で学会などが主催する AED 講習会を受講されたことはありますか
（Yes ・ No）
また，どの職種の方が受講されましたか （複数回答可）
（医師・看護師・臨床検査技師・臨床工学士・薬剤師・事務系職員・その他：

）

№７ 院内で AED 講習会を開催されたことはありますか
（Yes ・ No）
また，どの職種の方が受講されましたか （複数回答可）
（医師・看護師・臨床検査技師・臨床工学士・薬剤師・事務系職員・その他：

）

№８ 心肺停止患者に AED を使用する場合，除細動処置に職種別の制限がありますか。除細動可能な職種に○をつけてく
ださい。(複数回答可）
（医師・看護師・臨床検査技師・臨床工学士・薬剤師・事務系職員・その他：
）
№９ AED はどこに，何ヶ所設置されていますか （複数回答可）
・外来（
ヶ所）・病棟（
ヶ所）・検査部（
ヶ所）
・その他（リハビリ施設・透析室・その他：

）(

ヶ所）

№10 AED 設置後，院内急変で心肺停止状態になった患者さんがいましたか
（Yes ・ No）
№11 №10で Yes を回答された病院のみお答えください。
AED 購入後，貴病院で心肺停止状態になった患者数を教えてください （
その際，AED は発症現場に持ち込まれましたか
（Yes
（VF ・ PEA ・ Asystole）
AED 装着時の心電図波形は何でしたか
（Yes
VF だった患者さんに除細動できましたか
除細動された患者さんは発症現場で心拍再開しましたか
（Yes
心拍再開された患者さんは，その後，生存退院しましたか
（Yes
（院内発症の心肺停止例が複数あるときには，各症例数を記入ください）

例）
・ No）
・ No ）
・ No ）
・ No ）

AED を設置されていない病院はここからアンケートにお答えください。
№12 AED を購入する予定はありますか。また購入する時期はいつごろですか。
（平成17年度，平成18年度，未定）
№13 №12で「未定」と回答された施設の方のみお答えください。
№14 AED は知っていますか

（Yes ・ No）

№15 №14で Yes とお答えになった施設の方のみお答えください。
購入されない理由を教えてください。
・従来の除細動器（DC）があり，医師が対応するから AED は必要ない
・値段が高く購入できない
・今まで AED を利用するような患者がいなかった
・その他 （
）
以上でアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。
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ある。そこで今回，長野県内の全病院を対象に AED

（13／31）
，中信62％（16／26）
，東信52％（14／27）
，

に関するアンケート調査を行い，AED の設置や使用

南信55％（16／29）であった。いずれも有意差には

状況について検討した。

至らなかったが，AED 所有率は中信地区が高く，北

方

法

長野県医療名鑑2005に掲載されている ，県内の病

信地区は低かった。
AED を所有している病院（59施設）
AED を購入する病院は年々増加傾向にあった（図

床数20以上の病院138施設（北信39，中信30，東信32，

２）
。購入のきっかけ（複数回答可）は，「医師会から

南信37）の病院長宛に，アンケート（表１）を依頼し，

の案内」が最も多く24施設（40.7％）
，次に「蘇生に

2005年６月末日時点の状況を，郵送にて回答を得た。

関わる学会からの推奨」が16施設（27.1％），
「テレ

アンケートの主な項目は以下である。

ビ・新聞などのマスメディアからの情報」が14施設

・病院の規模（病床数）
，DC ・ AED 所有の有無

（23.7％）
，「心 肺 蘇 生 法 講 習 会 の 参 加」が ７ 施 設

・ AED を設置している病院を対象とした項目

（11.9％）と続き，「法改正による非医療従事者の使

購入のきっかけ・購入日，AED に関する院外・

用が認められたため」という回答も４施設（6.8％）

院内講習会への参加，病院内の AED 使用者制限，

でみられた。

心肺停止者発生時の初期対応・AED装着時の心電
図波形と除細動の可否（心室細動の有無）

１施設あたりの購入数は，平均2.5±3.6
（１‑23）台
で，１台が34施設（57.6％）
，２台が12施設（20.3％）
，

・現在 AED を設置していない病院を対象とした項目
AED の認知，購入しない理由と今後の購入予定
統計処理方法は，カイ二乗検定と対応のないｔ検定
（Studentʼ
s t‑test）を用い，p＜0.05を有意差ありと
した。また，多群間の分散分析はまず ANOVA 法で
検定し，有意差（p＜0.05）を認めた場合には，Scheﬀe
法で多重比

検定を行い有意水準５ ％以下で有意差

ありとした。なおデータは（平均値）±（標準偏差）
で示す。
結

果

アンケートは138病院中113施設（82％）から回収
さ れ，１ 病 院 あ た り の 病 床 数 は 平 均191±160（24‑
821）床であった。AED もしくは DC を設置し除細動
を行える病院は，84.1％（95病院）であった。双方
の除細動器を所有している病院は40.7％（46病院），
，DC のみ所
AED のみ所有の病院が11.5％（13病院）

図１ 除細動器設置と病床数の関係
ANOVA 法にて，多群間に有意差（p＜0.0001）があっ
た。Scheﬀe 法による有意水準５ ％での検定では，
（DC＋
AED）群はその他の各群との間に有意差（＊）を認めた。
bar:±標準偏差

有の病院が31.9％（36病院），AED ・ DC いず れ の
除細動器も所有していない病院は15.9％（18病院）
であった。DC と AED 双方の除細動器を所有してい
る施設と，どちらか一方もしくは全く所有していない
施設との病床数に有意差を認めた（図１）
。長野県内
を４ブロックに分けると，地域別の回収率は北信79
％（31/39），中信87％（26／30）
，東信84％（27／32），
南信78％（29／37）であった。AED もしくは DC を
設置し除細動を行える病院は，北信84％（26／31），
中信92％（24／26），東信81％（22／27）
，南信79％
（23／29）
であった。
そのうち AED 所有率は，北信42％
No. 6, 2006

図２

AED 購入時期
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３台が５施設（8.5％）と続き，10台以上所有して
いる施設も３カ所（5.1％）あった。AED１台あたり
の 病 床 数（病 床 数 ／ AED 台 数）は，平 均 136± 100
（20‑411）床であった。設置場所は，外来が最も多く
36施設（61.0％）
，次いで病棟31施設（52.5％）
，検
査室とリハビリ室が各６施設（10.2％）で，その他
に透析室や救急処置室，手術室に設置している施設も
あった。院内に設置されている AED が１台のみの34
施設では，すでに DC を所有している病院（25施設）
は外来に設置（16施設，64％）され，DC を所有して

図３

職種別心肺蘇生法講習会参加と除細動許可の割合

いない病院（９施設）は病棟に設置（６施設，67％）
する傾向にあった。
AED に関する知識・教育については，日本救急医
学会主催の心肺蘇生法（immediate cardiac life support ; ICLS) などの院外講習会を受講している病院
は，47施設（79.7％）で，主な参加者は医師と看護
師であった。その他の職種では，臨床検査技師６施設
（10.2％）
，薬剤師・事務系職員が各３施設（5.1％）
，
臨床工学士２施設（3.4％）で参加していた。また，
院内講習会は，54病院（91.5％）で開催され，主に
医師と看護師を対象としていた。受講対象を事務系職
員・臨床検査技師・薬剤師まで広げている病院は，そ
れぞれ35施設（59.3％)・34施設（57.6％)・33施 設
（55.9％）であった。理学療法士・放射線技師・臨床

図４

心肺停止患者目撃時の対応と心拍再開
VF：ventricular ﬁbrillation
PEA：pulseless electrical activity

工学士・栄養士・看護助手まで受講対象を勧めている
病院は２‑４施設あった。また，全職員を受講対象と

の施設では年に一度の頻度で院内心肺停止者が発生す

している施設は９施設（15.3％）あり，その内１施

る」可能性がみられた。心肺停止患者を目撃した際，

設では病院委託職員も対象としていた。医師以外で

23施設（82.1％）の24例（77.4％）において，発 生

AED を用いた除細動が許可されている職種は，看護

現場で人員を集め，AED の準備が出来た。AED 装着

師が50施設（84.7％）
，薬剤師・事務職員が各33施設

時の初期心電図波形は，VF13例，無脈性電 気 活 動

（55.9％）
，臨床検査技師32施設（54.2％）と続いた。

（pulseless electrical activity; PEA）７例，心静止

全職員に許可している病院は27施設
（45.8％）
であっ

（asystole）４例であった。VF に対して全例除細動を

たが，その内３施設では，院内講習会を受講している

行い，その内10例（76.9％）が心拍再開し，生存退

ことを必要条件としていた（図３）
。

院した（図４）
。

AED 購入後に「予期せぬ急変」で院内発生の心肺

現在 AED を所有していない病院（54施設）

停止を経験した病院は，28施設（47.5％）で31例あ

AED 購入予定の病院は，平成17年度に11施設（20

り，１例が26施設，２例と３例が各１施設であった。

％）
，平成18年度に８施設（15％）であった。購入未

AED 購入日から2005年６月までの月数と病床数を乗

定の35施設（65％）にアンケート（複数選択可）し

じた値を「のべ月・病床数」と定義すると，AED を

た と こ ろ，22施 設（63％）で は「今 ま で 除 細 動 を

購入した全施設（59施設）の「のべ月・病床数」は

利用するような患者がいなかったから」との回答が

181,301（月・床）である。その期間に院内心肺停止

最も多く，次いで，
「DC があり，医師が対応するので

が31例発生していることから，１例あたりの平均のべ

，「値段が高く購
AED は必要ない」が15施設（43％）

月・病床数は5,848（月・床）となる。12カ月（１年）

入する予定ない」が６施設（17％）であった。また，

で除すると487（年・床）となり，換言すれば「487床

AED の名前を知らない施設が２施設あった。
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考

と「除細動器なし」との施設間で病床数に差がなかっ

察

た。AED 設置予定のない35施設では，設置しない理

心肺停止者にみられる心電図波形は，asystole，

由として，
「VF 症例がいなかった」
，
「医師が DC で

PEA，VF の３波形に分類される。発症早期で最も多

対応する」，
「AED は高価である」
，
「AED を知らな

い波形は VF であり，その最も有効な治療は除細動で

い」が，挙げられていた。いずれの施設も過去に心肺

ある 。しかし，VF は除細動が１分遅れるごとに成

停止者の対応で問題が生じていなかったと思われる。

功率は７‑10％低下し，まもなく asystole に変化する

しかし，各施設では，① 今後も心肺停止例が皆無の

ため発症早期の除細動が要求される

。従来，除細

ままなのか，② 医師が，常時遅延することなく適切

動は医療行為で，医師以外の除細動行為は禁止され

なタイミングで除細動（DC）出来るのか，③ 院内に

ていた。アメリカ心臓協会（American Heart Asso-

除細動器がなく VF 患者に除細動出来ない事例の対処

ciation ;AHA）のガイドライン2000による国際的な

について，検証が必要であろう。

AED 導入の動きを受け ，日本でも2001年12月には

地域別 AED 設置率は，中信地区が高く，北信地区

日本航空グループが国際線に AED を搭載し，2003年

は低かった。この傾向の一因として，蘇生教育に関わ

４月からは救急救命士による AED を用いた除細動が

る指導者（インストラクター）の地域差と医師会の参

包括的指示により実施可能となった 。また，2004年

加が挙げられる。蘇生講習会 ICLS の学会認定イン

７月からは，非医療従事者も AED使用が可能となり ，

ストラクターは，長野県内に115名登録（2006年３月

2005年に開催された日本国際博覧会（愛・地球博）で

現在）され，その内，中信地区は42名（36.5％）
，北

も，心肺停止に陥った来場者が，非医療従事者である

信地区は17名（14.8％）であった。また，中信地区

万博スタッフや他の来場者により AED を用いた除細

医師会の中核である松本市医師会は，ICLS 開催当初

動で救命された 。一方で，医療従事者でも，事前の

（2004年４月）より熱心に会員へ受講案内や後援活動

学習と訓練がなければ，心肺停止者を目撃した際，適

をして来た。今後，インストラクターの近隣地区以外

切な蘇生法と AED 操作を行うことは難しい 。前述

での活動や，郡市医師会による蘇生法の啓発活動が期

の厚生労働省からの通達 でも一定頻度で心肺停止者

待される。

に対し応急の対応をすることが期待・想定される者

AED 設置施設数の増加は，最近の傾向であり，ア

（病院職員等）には，① 医師らの速やかな対応が得ら

ンケート結果でも，平成18年度中に長野県内の病院７

れない，② 患者の意識，呼吸がない，③ 使用者が必

割で AED が設置されることになった。救命・蘇生処

要な講習を受けている，④ 使用する除細動器が医療

置の標準化の取り組みは，日本では1992年に茅ヶ崎で

用具として薬事法の承認を得ている，の４点の条件を

始めて行われたが，直ちに大きな反響とはならなかっ

満たした場合に医師法に違反しないとの見解が述べら

た 。日本における AED 設置は，2000年に AHA の

れている。以上から，AED 設置数増加と適切な蘇生

蘇生治療指針の変更（ガイドライン2000）に伴う，国

法の普及・教育が，心肺停止者への対応として極めて

際的な AED 導入の動きにより加速されたが ，設置

重要である。

施設数は微増を示すにとどまっていた。日本で AED

AED 設置状況

の設置数が飛躍的に増加した大きな契機は，2004年に

長野県内の病院で AED 設置率は52.2％であったが，

ある。この時期は，2003年４月から救急救命士による

その内約８割の施設では，従来から DC も備えていた。

AEDを用いた除細動が可能となり ，2004年７月には

一方，VF に対し除細動の対応が出来ない施設が16％

非医療従事者による使用が許可され ，さらに，2004

存在していることも明らかになった。病院規模の目安

年春から開催された ICLS の研修コースも ，各施設

として「病床数」を指標に除細動器設置状況をみると，

における購入の動機づけになったと考えられた。

「DC，AED 双方を所有している」施設の病床数は，

AED 所有数は１病院あたり平均2.5台で，AED １

「DC のみ」
，「AED のみ」
，「除細動器なし」の施設に

台あたりの病床数は136床であった。また，AED 設置

おける病床数と有意差を認めた。大規模病院が双方の

場所も様々であったが，DC を所有していない病院で

除細動器を所有し，中規模病院が一種類の除細動器の

は病棟に設置され，すでに DC を所有している病院で

みを所有している傾向は当然といえる。しかし，
「い

は，外来や検査部門に設置される傾向があった。今後

ずれかの除細動器あり」
（
「DC のみ」
，「AED のみ」）

さらなる救命率向上のためには，各病棟や各部門（外
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来・検査・リハビリ・等）に AED を増設し，早期除

止者が発生する可能性（487年・床）が算出された。

細動できる環境作りが望まれる

これを，１床を１人と換算すると，１万（年・人）あ

。

AED に関する教育

たりでは，20.5人の発生となる。つまり，院内心肺停

AED を購入した施設の91.5％で院内講習会を開催

止者は，院外発生の2.7倍といえる。病院は，健常人

していた。主な対象者は医師と看護師であったが，臨

が利用する他施設と比べ心肺停止発生頻度が高いこ

床検査技師・薬剤師・事務系職員も約６割受講してい

と を全ての病院職員が認識することが大切である。

た。院外講習会への参加施設は８割ほどだった。各施

心肺停止者を目撃した際，発生現場に人員を集め，

設の代表（医師や看護師）が，院外講習会で受講者と

AEDを準備出来た症例は77.4％だった。これは，AHA

して学習し，その後院内講習会で講師として職員に伝

ガイドライン2000で言われる，救命の４連鎖（1:early

達している施設が多い。信州大学で開催される年４回

access, 2: early cardiopulmonary resuscitation,

（８コース）の ICLS でも，毎回受講希望者は定員の

3: early deﬁbrillation, 4: early advanced care）の

３倍ほどになり抽選となっている。院外講習会は希望

うち ，一つ目の輪が十分に機能し「患者急変時は

者が多く受講するのが比 的困難な現状から，院内講

チーム医療が必要であること」
，また，
「心肺停止者に

習会により蘇生法を各施設で広げることは，現実的で

AED による早期除細動が有効であ る こ と」が，院

ある。しかし，その一方で，院内講習会の多くは短時

内・院外講習会を通して病院スタッフに広く理解され

間で，講師が院外講習会で得た知識を全て伝えること

た結果と評価される

は困難である。さらに，受講者が蘇生に関わるスキル

。

一般に，初期心電図で VF が検出される頻度は，院

を十分習得出来るか心配な面もある。従って，一度は

外心肺停止例では５‑17％

院外講習会で十分に時間をかけて蘇生法を学習するこ

30％程度である

とが望まれる。また，ガイドラインの変更や定期的な

24例 の う ち，初 期 心 電 図 波 形 は VF 54.2％，PEA

知識の更新・整理が必要であり，院内講習会も１回限

29.2％，asystole 16.6％で，過去の報告と比べて VF

りではなく定期的に開催し，再教育することが大切で

が高頻度であった。院内発生例は，院外発生に比べ早

ある 。

期に蘇生処置が開始されることは当然であるが，講習

医師以外で AED による除細動が許可されている職
種は，看護師が84.7％，薬剤師・事務系職員・臨床
検査技師が６割弱であった。院内講習の受講対象者に

，院内心肺停止例では

。本研究では，AED を装着した

会等の教育でより迅速で適切な対応が出来ているもの
と考えられた。
心肺停止者の生存退院率は，院外発生では３‑５ ％

は，AED による除細動が許可されている傾向がある。

と低値で

一方で，４割ほどの施設では，医師・看護師以外の職

ている

員による AED 使用は許可されず，施設間で意向の違

例除細動を施行し，その内10例（76.9％）が発生現

いがみられた。VF に対する蘇生は早期の除細動であ

場で心拍が再開し，生存退院出来た。また，本調査で

り

，また，非医療従事者でも訓練を受けていれ

の全心肺停止例に対する生存退院率は32％となり，

ば AED を用い安全かつ効果的な除細動を行えること

AED 先進国である欧米の蘇生率と同等の成績であっ

から ，全ての職員を対象とした講習会と AED の使

た。今後，さらなる AED の普及で蘇生率の向上を期

用許可が望まれる。

待したい。

院内心肺停止者発生とその対応
AED 設置後１年以上経過した公的施設では，その

，院内発生の場合は16‑37％と報告され
。本研究では，13例の VF に対して全

ま と め

内の13％で AED を用いた蘇生処置が施行されたと報

今回，長野県内の病院を対象に，AED 設置とその

告されているが ，本調査では，予期せぬ事態で院内

後の使用状況について調査した。AED は約半数の施

心肺停止者が発生した施設は約半数であった。総務省

設で設置されていたが，地区による偏りがあった。
「予

消防庁の消防白書では，平成16年に救急隊員が行った

期せぬ院内心肺停止例」が，AED 設置施設の半数で

応急処置で心肺蘇生は年間95,175例あった 。日本の

発生し，発生頻度は院内では院外に比べて2.7倍と高

人口を１億2,700万人とすると，年間院外心肺停止患

値を示した。AED 装着時の初期心電図波形の半数が

者数は１万人あたり7.5人となる。一方，今回の研究

VF で，その８割が除細動にて心拍が再開した。この

から，487床の施設では年に一度の頻度で院内心肺停

高い救命率は，事前学習による教育で，チーム医療と
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迅速な蘇生法が実施されたためと考えられた。今後は，

謝
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所や県立高校などの公共施設に最近導入されつつある
AED の使用状況を調査し，適切な AED 数と設置場

辞

AED に関するアンケート調査に協力いただいた長
野県内の病院に謝意を表します。

所，また，迅速に救助者が蘇生出来るための事前学習
法についての検討が課題である。
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