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研究成果の概要（和文）： 

救急救命士が安全かつ確実に気管挿管を実施する為には、ビデオ喉頭鏡の病院前救護への導

入が望まれる事を、関連学会等で様々なデータを公表する事により主張した。並行して救急車

内のカメラや救急モニターの映像を医療機関へ伝送するシステムを構築し、当該システムの運

用を開始した。2011 年に救急救命士のビデオ喉頭鏡使用が認められ、今後その映像を医療機関

に伝送する事により、病院前救護における気管挿管の安全性と確実性は飛躍的に向上する事が

期待される。 

 

研究成果の概要（英文）：We proposed by publishing various data that it was recommended to adopt 

video-laryngoscopes to improve the safety and certainty of tracheal intubation by Emergency Life 

Saving Technicians (ELSTs). In parallel, we developed a system which combines multiple images from 

devices installed in an ambulance and transmits it to remote hospitals, and then we have commenced 

operations in pre-hospital emergency care. In 2011, video-laryngoscopes were approved for use in 

pre-hospital environments by ELSTs. Therefore, it is expected that remote transmission of tracheal 

intubation images of the video-laryngoscope using our system would facilitate a drastic improvement in 

safety and certainty of tracheal intubation in pre-hospital settings. 
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１．研究開始当初の背景 
 本邦では 2004 年の救急救命士法施行規

則の改正により、心肺停止状態の成人傷病者

に限って救急救命士による病院前気管挿管

が認められることになり、現在、全国各地で

救急現場での気管挿管が実施されている。一

方、従前、病院前救護における気管挿管が実

施されてきた欧米諸国からは、病院前気管挿

管による合併症の報告はもとより、その実施

自体に疑問を投げかける意見も聞かれ、本邦

でも救急救命士による病院前気管挿管に対

しては賛否両論がある。 

救急領域における緊急気管挿管では、様々

な制約が存在するため、条件の整えられた手

術室でのそれに比して難易度が高く合併症

も多い。気管挿管に伴う合併症のうち、絶対

に避けなければならないものとして「気付か

れない食道挿管（unrecognized esophageal 

intubation）」が挙げられるが、既に本邦で

も救急救命士による気管挿管において「気付

かれない食道挿管」が報告されている。一方、

米国のパラメディックスにおいては、実際の

救急現場での気管挿管実施回数が非常に少

ないことが指摘されており、技能維持の点で

も問題視されている。気管挿管の対象となる

傷病者が限定されている本邦の救急救命士

においては、この問題はさらに深刻であると

言わざるをえない。これまでにも、病院前気

管挿管の安全性・確実性を高めるために、

種々の器具が開発され、挿管方法や挿管確認

方法にも様々な工夫が施されてきたが、それ

らの多くは救急現場での有効性を立証する

には至っていない。このため、本邦に限らず

諸外国においても、従来の直達喉頭鏡を用い

て気管挿管を行い、複数の方法でチューブ位

置を確認することが一般的である。このよう

に、最も過酷な条件ともいえる救急現場での

気管挿管を、気管挿管自体の経験が乏しくか

つ日常的にそれを実施していない救助者が、

条件の整った病院内と同じ手段で実施せざ

るを得ないのが、国内外を問わず病院前救護

の現状であり、根本的に改善すべき喫緊の課

題である。 

こうした問題を解決しうる画期的な気管

挿管器具として、エアウェイスコープやエア

トラックなどの間接視認型喉頭鏡が注目さ

れている。両器具のブレードは、咽・喉頭の

解剖学的構造に適合するように設計されて

おり、気管挿管に際して喉頭展開などの特別

な技術を必要としない。このため、経験が少

ない者でも安全かつ確実な気管挿管が可能

とされる。ビデオ喉頭鏡の救急領域における

最大の利点は、気管チューブの声門通過の瞬

間を内蔵モニターや外部モニターを通じて

複数の者が確認できることである。このこと

により、気管挿管の安全性と確実性が極めて

高くなる。モニター画面の映像は，携帯電話

網を利用して遠隔地への伝送が可能であり、

気管挿管時の映像を多人数で共有し，保存す

ることができる。 

このような経緯から、われわれはビデオ喉

頭鏡の病院前救護への導入により、特に救急

救命士による気管挿管の安全性と確実性を

向上させることを着想するに至った。 
 

２．研究の目的 
 新しい気管挿管補助器具（間接視認型喉頭

鏡：エアウェイスコープ、エアトラック）を

病院前救護に導入し、救急救命士による気管

挿管の安全性と確実性の向上を目指す。さら

に、気管挿管の映像を医療機関へ伝送するシ

ステムを構築し、救急救命士の再教育や事後

検証にも貢献しうるシステムとしての運用

を目指す。  
 
３．研究の方法 
 (1)広島大学病院、広島市消防局、NTT デー

タ通信株式会社、SONY ビジネスソリュー

ション株式会社の 4者からなる、間接視

認型喉頭鏡の病院前救護導入に関する

ワーキンググループを結成した。 

 (2)アンケートによる全国規模の病院前気

管挿管の実態調査を実施した。 

 (3)救急救命士に対して間接視認型喉頭鏡

の教育を実施した。 

 (4)救急現場で間接視認型喉頭鏡を使用し、

その映像を遠隔地へ伝送した。 

 (5)間接視認型喉頭鏡導入の働きかけ 

  救急救命士が間接視認型喉頭鏡で気管

挿管を実施することの有用性を示すデ

ータをもとに、関連省庁へ働きかけを行

った。 

 

４．研究成果 

 初年度は、ワーキンググループにより病院

前救護におけるビデオ喉頭鏡の映像伝送シ

ステムを構築し、遠隔地においても伝送され

た映像により気管挿管の確認が可能である

ことを立証し報告した。また，全国規模のア

ンケート調査を実施するとともに、広島県消

防学校においては救急救命士に対して間接

視認型喉頭鏡の教育を行い、それぞれ結果を



 

 

報告した。 

次年度には、「総務省 ICT ふるさと元気事

業」が予算化され、初年度に構築した伝送シ

ステムをベースとして、傷病者の動画映像や

救急モニターのデータ等を広島市内の基幹

病院へ伝送するシステムを構築した。また、

救急救命士が行う気管挿管におけるビデオ

喉頭鏡の有効性と安全性について検証する

ため、広島県内の多施設でエアウェイスコー

プを用いた臨床研究を実施した。その結果、

エアウェイスコープの使用により、救急救命

士が極めて迅速かつ確実に気管挿管を実施

できることが明らかとなり、これを総務省消

防庁の救急業務高度化推進検討会で報告し

た。 

 最終年度である 2011 年より、広島市消防

局管内の救急隊（38 隊）から基幹病院（広島

大学病院、県立広島病院、広島市立広島市民

病院、広島市立安佐市民病院）へ映像を伝送

するシステムの実運用を開始した。救急車か

らの動画像等の伝送には NTT ドコモの FOMA

回線を採用し、データセンターから医療機関

まではセキュリティレベルの高い IP-VPN 網

によるネットワークとした。救急車内に傷病

者の動画像を撮影するための固定カメラ、血

圧、心拍数、心電図などのデータ出力が可能

な救急モニター、それらの動画像やデータを

伝送するための伝送装置、さらに傷病者の負

傷部位などの詳細画像や救急車外の状況等

を撮影・伝送するためのポータブルカメラと

ポータブル伝送装置を装備した。医療機関側

には受信装置（パーソナルコンピュータ）と

移動中にも画像を見ることができる携帯端

末を整備した。 

また、前年に広島県で行われた臨床研究の

結果に基づき、2011 年 8 月 1 日付けの『「救

急救命士の気管内チューブによる気道確保

の実施に係るメディカルコントロール体制

の充実強化について」等の一部改正につい

て』（消防救第 217 号，医政指発 0801 第 3 号）

において、救急救命士に対してビデオ喉頭鏡

の使用が承認されることとなった。われわれ

が構築し、既に運用を開始している映像伝送

システムは、ビデオ喉頭鏡の映像も伝送でき

るように設計されており、救急現場での気管

挿管の映像を医療機関へ伝送し、気管挿管の

確認をリアルタイムかつ多人数で実施する

ことにより、気管挿管の安全性を飛躍的に高

めることができる。 
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