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“予期せぬ急変（心肺停止）”
対応の質の向上への取り組み
～ライフサポート委員会の活動報告～

組合立諏訪中央病院
高木宏明・原田充・清水良美

諏訪中央病院では、以前は有志によるボランティ
アで行われていたBLSやICLSといった心肺停止へ
の対応スキルを学ぶコースの開催を７年前から組織
的に行うことで、急変対応の質の向上に取り組んで
きました。

急変対応の質の向上への
組織的取り組み

オプションのサブタイトルをここに入力します

本日はその経過について報告いたします。

長野県茅野市
人口 5万6千人
高齢化率 27,6％
病床数 360床
病棟
一般病棟・ICU
地域包括ケア病棟
回復期リハビリ病棟
療養病棟
緩和ケア病棟
併設 介護老人保健施設・介護老人福祉施設

訪問看護ステーション

諏訪中央病院

諏訪中央病院は病床数360床のケアミックスの病
院です。

委員会の発足
2008年2月 救急委員会ライフサポート班
2011年9月 ライフサポート委員会

委員会の構成
各部門より委員を選出
委員は23名
（医師4名・看護師13名・ME/療法士2名・薬剤師

1名・事務1名・施設職員2名）
委員会開催日
毎月第3水曜日16時～17時

係活動
ICLS係・勉強会係・急変対応係

ライフサポート委員会

この取り組みを主に担うのはライフサポート委員
会です。

この委員会は前身である救急委員会ライフサポー
ト班を経て2011年に発足しました。

構成委員は各部門から23名で、毎月１回の委員会
を開いています。係活動を取り入れ、ICLS係、勉
強会係、急変対応係の３つの係に分かれて活動をし
ています。

演 題
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“予期せぬ急変（心肺停止）”対応の質の向上への取り組み 
～ライフサポート委員会の活動報告～
発　表　者 高木　宏明（長野県　諏訪中央病院）

共同研究者 原田　充、清水　良美
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以下の基本的コースの企画・運営
ICLS（心停止時のBLSに続く対応）
JMECC（内科救急領域）

活動の内容：ICLS係①

係の１つであるICLS係の主な活動はICLSと内科
学会のJMECCの企画・運営です。

さらには以下のコースも
NCAP（病院前分娩介助・新生児心肺蘇生）
INARS（心停止を回避するための対応）

活動の内容：ICLS係②

さらには全国的にも珍しい分娩介助のNCAP、そ
して昨年からINARSの開催も行っております。

コース開催の実際
係中心に年間計画を立て
オープンなコースとして委員全員で開催・運営

ディレクターを院内からも育成

活動の内容：ICLS係③

コースは係が計画を立て、委員全員で開催・運営
します。今年、ICLSのコースディレクターが一人
誕生しました。

現場のニーズに即したテーマを取り上げた勉強会を企画
小さなグループ対象にも実施
主なテーマ

BLS
外傷初期対応
脳卒中初期対応
急変時記録方法
気道管理方法
小児BLS など

活動の内容：勉強会係

勉強会係です。勉強会係は現場の学びのニーズに
即したテーマで、さまざまな規模のグループを対象
に勉強会を開催します。主なテーマです。

急変時、現場で行われた蘇生行動の振り返り会を主催
当時の対応スタッフとともにBLSに基づいて振り返り
“No Blame Culture”を大切にした前向きな場

活動の内容：急変対応係

急変対応係は昨年立ち上がった係で、実際に急変
に対応したスタッフと共に、事後の振り返りを行う
ことで経験を言語化し自身の課題発見の場としま
す。

ライフサポート委員会の
活動実績（平成26年度）

昨年度の活動の実績を示します。
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平成26年度・活動の実績：ICLS係

日時 コース名 参加者人数・対象者
７月12日
（土） ICLSコース 16名
７月13日
（日） JMECCコース 6名（医師）
９月20日
（土） NCAPコース 12名（看護師・救急隊）

10月4日
（土） INARSコース 6名
１月24日
（土） JMECCコース 6名（医師）
１月25日
（日） ICLSコース 14名
２月21日
（土） INARSコース 8名

ICLS係はスライドのような参加者を得てICLS、
JMECC、INARSをそれぞれ２回づつ開催しました。

活動の実績：勉強会係①

日時 内容 参加者人数・対象者

4月19日（土） BLS研修 50名(新入職員)
5月2日（金） 救急看護 当院看護学校２学年

5月16日（金） BLS研修 当院看護学校２学年
5月22日（木） BLS勉強会 34名（検査科・栄養科）

6月9日（金）
8月5日（火） 急変対応 21名（４東病棟）

7月15日（火） BLS勉強会 ７名（事務職・看護師）

8月11日（月）
8月12日（火） BLS勉強会 ８名（事務職）

9月1日（月）
9月12日（金） 急変対応 50名（特養ふれあいの里）

9月22日（月） 気道管理 13名

勉強会係は上半期新入職員向けのBLSを皮切りに
急変対応の基本を内容とした勉強会を開催し

活動の実績：勉強会係②

日時 内容 参加者人数・対象者

11月13日（木） ＢＬＳ研修 33名（老健やすらぎの丘）

11月14日（金） 急変時の記録 7名

12月12日（金） 心停止回避のために 24名

12月17日（水） 脳卒中初期対応 20名
１月7日（水） 致死的不整脈 18名

１月8日（木） 傷病者初期対応 17名

２月９日（月） 乳児・小児BLS ６名
２月16日（月） 乳児・小児BLS ９名
２月13日（金） 致死的不整脈 31名
２月25日（水） 致死的不整脈 33名
３月20日（金） ＢＬＳ研修 11名

下半期は様々なテーマを取り上げました。

活動の実績：急変対応係

部署 急変発症日 振り返り実施日
透析室 H26年11月15日 H26年12月8日
３階西 H26年12月17日 未実施
３階東 H26年5月18日 H26年5月19日

H27年2月10日 未実施
３階南 H26年4年26日 未実施

H26年11年23日 H27年1月13日
H27年1月4日 H27年3月13日
H27年1月7日 未実施
H27年3月5日 H27年3月26日

４階西 H26年9月2日 H26年11月19日
４階東 H27年1月6日 未実施
４階南 H26年11月16日 H27年3月2日

急変対応係です。
昨年度は12例の急変があり、そのうち７例につい

て振り返りを行うことができました。こうした振り
返りは、当事者らの抵抗感がまだあり、全例で行う
ことができなかったのが現状です。

ライフサポート委員会の
活動の評価

こうした活動の評価を職員向けのアンケートを実
施することで行いました。

平成27年5月 職員対象にアンケートを実施
配布総数 772 回収 592 回収率 76,7％
回答者
医師 34/94名
看護師・看護助手 305/371名
薬剤師 21/22名
臨床工学士 12/13名
栄養士・調理師 14/28名
検査技師 28/29名
放射線技師 8/12名
リハビリ療法士 47/47名
事務・その他 146/156名

アンケート調査

全職員に配布したアンケートの回収率は76, ７％
でした。



― 1123 ―

アンケート調査の結果①

委員会の認知度

知って
いる

84％

[分類
名]

[パーセ
ン…

委員会をご存知ですか
[分類
名]

[パー
セン…

[分類
名]

[パー
セン…

[分類
名]

[パー
セン…

活動内容をご存知ですか

認知度を聞きました。委員会のことは多くの職員
が認知しています。活動の内容もある程度以上は知
られています。

アンケート調査の結果②

参加経験の有無：回答者592名
参加経験あり＝のべ560名（複数回答可）

BLS・ICLS・JMECC・INARSなど 323名

各種勉強会 167名

急変対応の振り返り（8例） 70名

参加経験なし 178名
うち事務職員 69名

委員会主催の活動には回答者592名中のべ560名の
職員が参加しています。

委員会発足以来新入職員には全員BLS研修を受講
していただいているので、参加経験のない178名の
職員はそれ以前からの職員と思われます。

アンケート調査の結果③

コースや勉強会の効果

具体的に

具体的に現場で行かせる
不安が軽減した、自信がついた
急変時冷静に動けたことで実感
記録のしかたが分かった
モニターが分かるようになった
事務も病院の職員という自覚
振り返りは次につなげる経験
自分のケアの見直しになった

[分類
名]

[パーセ
ンテー
ジ]

[分類
名]

[パーセ
ンテー
ジ]

[分類
名]

[パーセ
ンテー
ジ]

知識やスキルの向上

参加者の９割が、参加して知識やスキルの向上に
つながったと答えています。

具体的な声の例を挙げました。急変対応の振り返
りについては参加前には抵抗感があったが参加して
責められる感じはなく、感情の表出・共有と課題発
見ができたと評価する声が多く見受けられました。

アンケート調査の結果④

委員会の貢献度

[分類名]
[パーセン
テージ]

[分類名]
[パーセン
テージ][分類名]

[パーセン
テージ]

[分類名]
[パーセン
テージ]

[分類名]
[パーセン
テージ]

[分類名]
[パーセン
テージ]

急変対応の質の向上に貢献？

評価はむずかしいと考えられますが、委員会の活
動が急変対応の質の向上に貢献していると思うかど
うかについては60％の職員が前向きに評価している
ことが分かりました。

アンケート調査の結果⑤

急変対応に対する現状の意識

[分類名]
[パーセン
テージ][分類名]

[パーセン
テージ][分類名]

[パーセン
テージ]

[分類名]
[パーセン
テージ]

[分類名]
[パーセン
テージ]

[分類名]
[パーセン
テージ]

目の前で急変したら・・・

実際の急変の場面で自分がどの程度行動できる
か、アンケート時点で聞いたところ、比較できるほ
かのデータがないため評価は難しいのですが、約
75％の職員が何かしらの行動が取れると答えていま
す。
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アンケート調査の結果⑥

急変対応に対する現状の意識

[分類名]
[パーセンテー

ジ]

[分類名]
[パーセンテー

ジ][分類名]
[パーセンテー

ジ]

[分類名]
[パーセンテー

ジ]

[分類名]
[パーセンテー

ジ]

[分類名]
[パーセンテー

ジ]

事務職員では

事務職員に限って集計してみると、できないと答
える職員が増えるものの、約60％が行動が取れると
考えていることが分かりました。

アンケート調査の結果⑥

職員のニーズ（1）

[分類名]
[パーセン
テージ]

[分類名]
[パーセン
テージ]

[分類名]
[パーセン
テージ]

[分類名]
[パーセン
テージ]

対応スキルを身に着けたい

アンケートの中で職員のニーズをうかがったとこ
ろ90％が対応スキルを身につけたいと答えており

アンケート調査の結果⑦

職員のニーズ（2）

各種コース
124名

[パーセン
テージ]

[分類名]
166名

[パーセン
テージ]

[分類名]
43名

[パーセン
テージ]

参加したい活動（複数回答可）

そうした職員が参加したいと考えている企画を聞
いたところ、各種コースや勉強会、振り返りにおい
てグラフのような結果でした。

委員会の存在は広く認知され、7割の職員が、委員会が
開催するコースや勉強会等に参加経験があるが、逆に古
くからの職員を中心に3割の未参加者が存在している

参加者の9割が参加することで学びがあったと答えていた

活動を通じて委員会は職員の急変対応の質向上に貢献
していると多くの職員が評価している

4分の3の職員が、急変に直面した際、何らかの行動が
取れると考えていると同時に、依然急変対応のスキル向
上へのニーズは高い

委員会活動の評価・総括

この結果を総括してみます。
委員会の存在は広く認知され、７割の職員が委員

会の主催するコースや勉強会に参加経験がありまし
た。その一方で古くからの職員を中心に３割の未参
加者が存在していることも分かりました。

活動への参加者の９割が参加することで学びが
あったと答えていました。

また多くの職員が委員会の活動が急変対応の質向
上に貢献していると評価していました。

おおむね４分の３の職員が急変に直面した際の何
らかの対応スキルを身につけていると自己評価して
いることが分かりました。

そして職員の中には依然急変対応のスキル向上へ
のニーズが高いことが読み取れました。

結語：
今後に向けてのまとめと課題

結語です。
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急変対応に関する知識とスキルの
普及を目指した組織横断的活動を
委員会形式で行うことで、活動が
計画的な安定した形で展開できて
おり、職員の多くから好意的評価を
受けている

まとめ①

急変対応に関する知識とスキルの普及を目指した
組織横断的活動を委員会形式で行うことで、活動が
計画的な安定した形で展開できており、職員の多く
から好意的評価を受けていると考えます。

職員の急変対応スキル向上への
ニーズ・意欲は高く、今後も委員
会活動をより質高く活発に行って
いく必要がある

まとめ②

職員の急変対応スキル向上へのニーズ・意欲は高
く、今後も委員会活動をより質高く活発に行ってい
く必要があります。

その中でまだ未参加の職員への
参加を促すアプローチは課題で
あり、また急変対応の振り返りに
ついては発生した事例数に比して
まだ開催数が少ないため、さらに
積極的に現場に働きかけていく必
要がある

まとめ③

その中でまだ未参加の職員への参加を促すアプ
ローチは今後の検討課題であり、また急変対応の振
り返りについては発生した事例数に比してまだ開催

数が少ないため、さらに積極的に現場に働きかけて
いく必要があると考えています。

医療事故調査制度が始まったのを機に、
院内での急変・死亡事例を振り返ることで
組織として成長する機会としていくことが今
後さらに求められる

急変事例の経過検証、原因究明、解剖と
CPC、M＆Mカンファレンスなどとともに本委
員会の活動もそのことに貢献できるものにし
ていくことが必要である

今後に向けて

医療事故調査制度が始まったのを機に、院内での
急変・死亡事例を振り返ることで組織として成長す
る機会としていくことが今後さらに求められます。

急変事例の経過検証、原因究明、解剖とCPC、M
＆Mカンファレンスなどとともに本委員会の活動も
そのことに貢献できるものにしていくことが必要で
あると考えています。

以上です。ご清聴ありがとうございました。




