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     Inter-disciplinary approach �

トータルマネージメント�
集学的・学際的�

救急医療の発展 
1963年（昭和38年）
��脳神経外科を中心とし外科系の救急告示病院制度
��全国的救急業務体制の整備
1965年（昭和40年）代後半
��救急患者のたらいまわし
1977年度〜
��①一次・二次救急医療機関体制の整備
��②救命救急センターの設置
���人口100万人に1カ所
��③救急医療情報センターの整備
��④その他
��

外傷救急�

疾病救急�

救急医療体制 
初期救急医療機関
��外来診療によって救急患者の医療を担当する医療機関で、
��救急医療に携わることを表明する医療機関
二次救急医療機関
��入院治療を必要とする重症救急患者の医療を担当する
三次救急医療機関
��二次救急医療機関では対応できない複数の診療科にわたる
��重篤な救急患者に対し、高度な医療を総合的に提供する
��医療機関�
高度救命救急センター�
各都道府県に原則1箇所� (広範囲熱傷、指肢切断、急性薬物中毒など) �



新たな救急システム 

ステーション方式�

病院内に救急隊常駐�

ドクターカー方式�

ドクターヘリ�

X病院�

ドクターヘリ導入促進事業について 

2017年3月1道1府39県51機�

救急医療の充実 
��病院前擁護の質の向上
��（プレホスピタルケア）

����救急隊員の質の向上
���� ��  救急救命士

        病院内医療の質の向上�



救急救命士制度の発足 
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救急診療の標準化 
外傷(Trauma)

          心肺機能停止
Cardiopulmonary Arrest(CPA)

JPTEC
Japan Prehospital Trauma Evaluation and Care

若年者の死亡原因�
第一位�外傷�

防ぐことができたはずの外傷死亡(PTD)の減少を目指して�

外傷システムの整備�

初療の標準化(JATEC)



JETEC�
Japan Expert Trauma Evaluation and Care �

JATEC� JETEC�

�

	

Advanced Coma Evaluation Care �

Prehospital Burn Evaluation Care �

Advanced Burn Life Support �

脳血管障害�

意識障害�

熱傷�

種々の病態に対する標準化�
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(CPR) 

理論的根拠に基づく医療展開を�

EBM 
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Bow-6e	concept

心肺蘇生�	

救命の連鎖 

心停止の予防�

心停止の早期認識と通報�

一次救命処置(CPRとAED)�

二次救命処置と心拍再開後の集中治療�
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•  CPR
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(VF:ventricular fibrillation)
(VT:ventricular tachycardia)

BLS
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心肺蘇生 

呼吸循環停止 
（以前の慣習的用語DOA、現在はCPA）�

迅速な心肺蘇生(CPR)が予後を規定�

目撃者が直ちにCPR施行がベスト�

年間約10万人� (自殺年間3万人))

CPR

Early    access 
 
Early    CPR 
 
Early    defibrillation 

公共機関でのAEDの設置�

Mechanical CPR
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AED  
CCPR(Chest compression only CPR) 
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•  治療抵抗性のＶＦ／無脈性のＶＴには、抗
不整脈の投与を考慮しても良い。 

•  アミオダロンもしくはニフェカラントは使
用を考慮しても良い。 

•  リドカインについてのエビデンスはこれら
に比べて更に乏しい。 

　　 

 
 

これからの心肺蘇生法 
CPR 

ECPR
)

CPA(VF)
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QTc

PK/PDへの影響�
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SIRSとは 
敗血症を定義する目的にSIRSが提唱された�1992年�

SIRSとは 
侵襲�

生体反応（恒常性の維持）�

炎症反応�

治癒� 全身性炎症反応症候群�

多臓器障害�

死亡�

炎症性サイトカイン�

敗血症(セプシス) 
感染症によるSIRS 

= 1992年�

2016年�
感染に対する制御不能な生体反応に起因する
生命を脅かすような臓器障害である。�

インフルエンザでもSIRS �
SIRSでなくても死亡例�

敗血症では臓器障害が重要�



SOFA Sequential Organ Failure Assessment �

MODS(多臓器障害)
ARDS(���) 

Septic encephalopathy(

Liver dysfunction( ) 

Coagulatiom-Hematologic disorders( ) 

AKI/ARF(���) 

Hemodynamic failure( ) 

 GI tract dysfunction( ) 

Neuromuscular dysfunction( ) 



BMJ 2007; 335: 929-32 

ARDS

X

肺疾患の中村勘三郎、９月に転
院して人工肺を使用 
2012.11.15 09:10 

肺疾患を発表した歌舞伎俳優、中村勘三郎（57）の詳しい病状が14日、分かった。
所属事務所によると、ARDS（急性呼吸促迫症候群）を患って肺水腫になったため、
9月に呼吸器系に強い病院へ転院してICU（集中治療室）に入っているという。�
�勘三郎は今年7月27日、都内の病院で約12時間に及ぶ食道がんの摘出手術をし、
翌28日にはICUで20メートルを歩き、驚異的な回復ぶりで周囲を驚かせていた。その後も、
復帰を目指して、ICUの中を歩くなどリハビリを続けていた。が、抗がん剤治療などにより、
免�u力が低下。そこにウイルスが入り、肺炎になったという。�
�9月に精密検査したところ、急速に低酸素状態になってしまう合併症のARDSを発症。
肺の血管外から水分が漏れ、肺胞腔内の貯留で呼吸困難に陥る肺水腫を患った。�
�そのため、すぐに呼吸器系に強い大学病院に転院し、肺に酸素を送り込む人工呼吸器、
人工肺を装着したという。ただ、人工呼吸器は体調を見ながら外すなど、1日中つけている
わけではないという。�
�食事もベッドから起き上がって自分でスプーンやはしを使って食べており、会話もできて意識も
ハッキリしている状態。ただ、直接、酸素を送り込む人工肺を使用し、その管が体につながれているため、
思うように動き回ることはできないという。来年4月に開場する東京・銀座の�ﾌ舞伎座での舞台復帰を
めざし、回復に向けて治療を懸命に続けている。（サンケイスポーツ）�

恐ろしい急性呼吸不全 
歌舞伎界の革命児とも言われた､中村勘三郎さんも2012年12月5日に亡く
なられ､病状としては急性呼吸窮迫症候群、食道がんから転移し57歳での
訃報｡
�
市川団十郎さんも過去に､「急性前骨髄球性白血病」を患い骨髄移植を受
け白血病も病状が再発していたが無事完治したと伝えられていました｡
�
つまり､市川団十郎さん本当の病状は結果､肺炎と成った分けですが､白血
病で治療していた為､免疫力が極度に低下しており､肺炎が悪化し､それが
原因で亡くなられてしまったと言う見方が強いですね｡�

肺炎� 全身性炎症反応症候群� 多臓器不全�

ARDS �



胸部X線像 ALI/ARDSの原因・病態・治療 

ARDS	

薬物療法� 人工呼吸器療法�

基礎的研究�
抗メジエーター療法など�

臨床検討�
 (RCT)

炎症のコントロール�

VALIを最少化�

全身管理�

肺保護換気�

抗炎症性メジエーター薬�



Surviving Sepsis Campaign(SSC) GL

Sepsis

Crit Care Med 2004; 32: 858-873 

20016

侵襲としてセプシスが最も予後不良�

SSCガイドライン 
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本邦での保険適応薬の
��� 記載なしが目立つ�

EBMなし�

コンセンサス・ミーテイング�

EBM �

抗菌薬について�

✓PK/PD�
✓De-escalation �

予後の改善と耐性菌の防止�

広域� 狭域�

併用� 単剤�

投与期間の短縮�

広域抗菌薬は有効�

早期の適切な抗菌薬�

適切な抗菌薬投与�



�

 抗菌薬の投与期間�

耐性菌防止から可能な限り短期間�

●VAP(人工呼吸器関連肺炎)について�
8 vs 15日��予後の差はなし�

●重症セプシス&敗血症性ショック患者について�

プロカルシトニンから検討�

短期間投与が可能�

(AJRCCM 2008;177: 498-505)�

 (JAMA 2004;290:2588-98)

�

凝固・線溶系薬について�
多種類のDIC治療薬� SSC GLになし

NEJM 2006; 355: 1699-713�

EBMが不明�
合成プロテアーゼインヒビター�

本邦での精力的基礎研究と実績から将来性が期待される�

注意点：セプシス初期の凝固能亢進(PAI-1の亢進)は細菌の伝搬の防止戦略である。�

抗凝固薬投与のタイミングが極めて重要�

虚血�

臓器障害�

DIC治療薬 
Sepsis

PAI-1

®

PC 

������	
� (TM) 
(TFPI) 

(FOY®, ®

昇圧薬 
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EBM

 



災害時医療�

災害では�
医療の需要と供給のバランスが急激に崩壊�

トリアージ�

合同訓練風景 

Disaster Medical Assistance Team

� 医師、看護師、調整員�

DMATとは「災害急性期に活動できる機動性を持った
�トレーニングを受けた医療チーム」と定義されており�
�※平成13年度厚生科学特別研究「日本における
災害時派遣医療チーム(DMAT)の標準化に関する研究」
報告書より災害派遣医療チーム�
Disaster Medical Assistance Team�の頭文字を
とって略してDMAT（ディーマット）とよばれている。�
�
医師、看護師、業務調整員
（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、
大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に、
急性期（おおむね48時間以内）に活動できる機動性を持った、
専門的な訓練を受けた医療チームである。 ��
�



救急・集中治療領域における薬剤師の役割 ファーマシューテイカルケアの内容 

・救急認定薬剤師制度�

2009年12月日本臨床救急医学会
���������������������理事会決定�

・日本中毒学会
������クリニカル・トキシコロジスト�

あらゆる職種の協働体制が不可欠�

薬剤師�

臨床工学技士�
栄養士� MSW

医師�
看護師�

救急・重症患者管理のために 

危機管理�

安全な医療�
MR�


