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COVID-19 の流行は、バイスタンダーCPR の低下、救急隊の現場到着遅延、院外心停止発

生数の増加など世界中のプレホスピタルケアに影響を及ぼしている。大阪市では、院外心停

止症例にどのような影響があったのかを 2020 年と 2019 年のデータを比較検討した。 

 
 

 

ウツタイン記録に登録されている 2019 年 2 月～7 月（通常期）と 2020 年の 2 月～7 月

（COVID-19 流行期）に大阪市で発生した院外心停止症例のデータを対象とした。ただし、外

傷症例、救急隊目撃症例、老人ホームで発生した症例は除外した。 

COVID-19 は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により 2020

年 2 月 1 日より指定感染症に指定されたのでこの期間を COVID-19 流行期とした。2020 年

の 2 月～7 月の大阪市で確認された COVID-19 の感染者数は 1,825 人であった。 

なお、研究対象期間中の 2020 年 4 月 24 日、気管挿管（硬性喉頭鏡・ビデオ喉頭鏡）の実

施について、当分の間、原則実施せず、食道閉鎖式エアウエイ等の他の器具を用いた気道

確保を行うことが通達された。 

 

 

 
2019 年 2 月～7 月および 2020 年の 2 月～7 月の期間中、2,641 人の心停止が発生してい

た。そのうち、救急隊によって蘇生処置が行われなかった症例（29 人）、外傷症例（242 人）、

老人ホームでの症例（501 人）、救急隊による心停止目撃症例（182 人）を除いた 1,687 人

（825 人［COVID-19 流行期］、862 人［通常期］）を対象に解析を行った（図 1）。 

大阪市における COVID-19 流行期の Bystander CPR、

救急隊の活動、院外心停止患者の転帰の実態 
(Influence of COVID-19 pandemic on bystander interventions, emergency medical service activities, and patient 

outcomes in out-of-hospital cardiac arrest in Osaka City, Japan. Resuscitation Plus. 2021) 

背 景 と 目 的 

方 法 

結 果 



2 
 

図 1．解析対象者の流れ 
（Nishiyama C et al. Resuscitation Plus. Volume 5, March 2021, 100088 を改編） 

表 1 に COVID-19 流行期と通常期別に、院外心停止患者の背景、バイスタンダーによる救

命処置の実施、救急隊による蘇生処置、心停止患者の転帰を示す。 

COVID-19 流行期は、公共の場で発生した症例が少なく（COVID-19 流行期: 20.4%; 通

常期: 26.1%; p=0.006）、バイスタンダーCPR （COVID-19 流行期: 33.0%; 通常期: 

41.3%; p<0.001）および、AED のパットを貼付されている症例（COVID-19 流行期: 2.9%; 

通常期: 6.1%; p=0.002）が少なかった。 

救急隊による気道確保の手技について、COVID-19 流行期の気管挿管は 11.6%、食道閉

鎖式エアウエイ 51.2%、気道確保なし 37.2%、通常期の気管挿管は 19.3%、食道閉鎖式エ

アウエイ 40.0%、気道確保なし 40.7%であり、両期間において違い見られた（p<0.001）。現

場滞在時間は両期間で違いはなかったが（COVID-19 流行期: 15 分; 通常期: 15 分; 

p=0.713）、覚知から患者接触までの時間（COVID-19 流行期: 6 分; 通常期: 7 分; p<0.001）

と、覚知から病院到着までの時間（COVID-19 流行期: 27 分; 通常期: 28 分; p=0.006）は

COVID-19 流行期において短縮されていた。  

1 ケ月生存（COVID-19 流行期:8.2%; 通常期: 9.3%; p = 0.491）や社会復帰（COVID-

19 流行期: 4.6%; 通常期:6.1%; p = 0.196）については両期間で違いはなかった。 

解析対象
n = 1,687

大阪市での院外心停止
（2019年2月-7月および2020年2月-7月）

n = 2,641

COVID-19 流行期（2020年）
n = 825

通常期（2019年）
n = 862

救急隊による蘇生処置あり
n =  2,612

救急隊による蘇生処置なし症例 n = 29 

外傷症例 n =  242  

外傷以外の症例
n = 2,370  

老人ホームでの発生症例 n = 501   
救急隊による目撃症例 n = 182  
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（Nishiyama C et al. Resuscitation Plus. Volume 5, March 2021, 100088 を改編） 

 

 

 

 

 

 

 

年齢, 歳, 中央値 (IQR) 77.0 (66.0-85.0) 75.0 (63.0-83.0) 0.002

男性, n (%) 529 (64.1) 551 (63.9) 0.589

心停止前の良好なADL, n (%) 592 (71.8) 614 (71.2) 0.778

バイスタンダー目撃あり, n (%) 282 (34.2) 310 (36.0) 0.445

公共の場, n (%) 168 (20.4) 225 (26.1) 0.006

心原性心停止, n (%) 742 (89.9) 746 (86.5) 0.034

初期波形VF, n (%) 85 (10.3) 69 (8.0) 0.108

バイスタンダーCPRあり, n (%) 272 (33.0) 356 (41.3) <0.001

AEDパッドの貼付あり, n (%) 24 (2.9) 53 (6.1) 0.002

AEDによる電気ショックあり, n (%) 10 (1.2) 16 (1.9) 0.326

口頭指導あり, n (%) 511 (61.9) 507 (58.8) 0.196

アドレナリン投与あり, (%) 222 (26.9) 254 (29.5) 0.256

気道確保, n (%)

     気管挿管 96 (11.6) 166 (19.3)

     声門上気道確保器具 422 (51.2) 345 (40.0)

     気道確保なし 307 (37.2) 351 (40.7)

応答時間 (覚知から患者接触), 分, 中央値 (IQR) 6.0 (5.0-8.0) 7.0 (6.0-9.0) <0.001
現場での滞在時間 (現場到着から病院搬送開始まで),
分, 中央値 (IQR) 15.0 (11.0-18.0) 15.0 (11.0-19.0) 0.713

病院到着までの時間 (覚知から病院到着まで), 分, 中央値 27.0 (22.0-32.0) 28.0 (23.0-32.0) 0.006

病院到着前のROSC, n (%) 75 (9.1) 108 (12.5) 0.028

1ケ月生存, n (%) 68 (8.2) 80 (9.3) 0.491

社会復帰, n (%) 38 (4.6) 53 (6.1) 0.196

<0.001

表 1. COVD-19流行期と通常期別、院外心停止患者の背景および転帰

ADL, 日常生活動作; CPR, 心肺蘇生; AED, 自動体外式除細動器; VF, 心室細動;  ROSC, 心拍再開; IQR, 四分位範囲

COVID-19
流行期

(2020年2月-7月)
(n=825)

通常期

(2019年2月-7月)
(n=862)

p-value
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COVID-19 流行期では、心停止患者の転帰に違いはなかったが、バイスタンダーの行動（バ

イスタンダーCPR、AED パットの貼付）、救急隊の行動（挿管手技）に違いがみられた。バイス

タンダーCPR や AED の使用が減った理由として、公共の場での心停止症例や目撃症例が減

ったことに加えて、他者に直接触れる行為がためらわれたのかもしれない。 

心停止患者を救命するには、バイスタンダーによる救命処置の実施は不可欠であり、胸骨

圧迫と AED の使用を促すことは重要である。倒れた人にマスクや口元に布をしたり、胸骨圧

迫実施後には自分の手をしっかり洗うことなど、自分の身を守る行動を伝えながら、救命処

置実施の必要性を伝え続けることが大事だと考える。COVID-19 の流行状況によって、バイ

スタンダーの行動は影響を受けると言われており、今後も COVID-19 流行の状況と心停止患

者の転帰等がどう変化するかを継続して検討し、救急活動の改善に資するデータ分析が必

要である。 

ま と め 


