
除細動器 

JSEPTIC CE教材シリーズ 
対象：レベル１ 

ICUで働く新人CE（1～3年目程度） 
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第1章 除細動器とは 

第１章の到達目標 
 

・除細動器の目的と適応について説明できる 
・除細動器の出力の違いを説明できる 
 



1-1 目的 

細動を起こした心臓に大きな電気ショック（エ
ネルギ）を与え、心筋細胞を一度に興奮させ、
正常な律動にもどす 
 
エネルギの単位にはJ（ジュール）を用いる 
１ジュールは１アンペアの電流が１オームの抵抗中を１秒間流
れるのに相当するエネルギのこと 



心室細動 ventricular fibrillation 

無脈性心室頻拍 pulseless ventricular tachycardia 

上室性頻拍 PSVT 

心房粗動 ＡＦ 

心房細動 Ａｆ 

非同期 

同期 

同期 

同期 

1-2 適応 

非同期 



1-3 出力方法 

電流は 

1方向のみ 

単相性波形
monophasic 

二相性波形 
biphasic 

電流は  

2方向に流れる 

•心房性および心室性不整脈の治療において、単相性波形よりも二相性波形 

 （二相性切断指数波形：BTE と二相性直流波形：RLB）を推奨する 

•二相性除細動器が使用できない場合は、単相性除細動器を使用しても良い 

•二相性波形は高い初回電気ショック成功率と電気ショック後に心筋障害が少 

 ない可能性がある 
JRC蘇生ガイドライン2015 



二相性波形の種類 

https://thoracickey.com/electrical-therapy-2/ 

二相性波形の形状もメーカーにより異なる 

BTE波形 RLB波形 



二相性波形の種類 
メーカ別 

BTE波形 RLB波形 

日本光電 PHILIPS 

BTE波形 

ZOOL 

http://www.ak-zoll.com/medical/r_series/ 



1-4 CPRファースト 

• 心電図（ECG）モニターのない傷病者の心停止では、
除細動器による解析の準備できるまで短時間のCPR 
を行い、適応があれば電気ショックを行う 

 

• 目撃があり、除細動器が装着されていて、VF/VTが

モニターされている傷病者では、電気ショックの実施
を遅らせてはならない 

  

 

JRC蘇生ガイドライン2015 



～医療用 BLS アルゴリズム ～ 

JRC蘇生ガイドライン2015 



～心停止アルゴリズム（ALS）～ 
 

JRC蘇生ガイドライン2015 



第1章チェックテスト 

非同期除細動が適応となる不整脈は 
（         ）と（       ）である 
除細動器の出力方法には 
（        ）と（       ）があり、
（        ）が推奨となっている 

答えはこちら ⇒ 



第1章チェックテスト回答 

非同期除細動が適応となる不整脈は 
（心室細動）と（無脈性心室頻拍）である 
除細動器の出力方法には 
（単相性波形）と（二相性波形）があり 
（二相性波形）が推奨となっている 



第2章 除細動器の構造 

第2章の到達目標 
 

・除細動器の構造について説明できる 
 



2-1内部構造 

T：高圧トランス 
D：ダイオード 
C：コンデンサ 
L：出力スイッチ 

除細動器は高圧トランス（T）により発生させた高電圧をダイ
オード（D）で整流、大容量のコンデンサ（C）に充電し、次にス
イッチ（L)を切り替えてコンデンサに充電された電荷を瞬間的
に放電させる。 

T 

充
電 

放
電 

L 

C 

D 
患
者 



2-2外部構造 

外用パドル 

出力エネルギ/ 
モード選択つまみ 

エネルギ充電 
/ADEボタン 

ショックボタン 

パドル接続 
コネクタ 

ペーシング 
スタート/ストップ
キー 

ペーシング強度 
UP/DOWNキー 

ECGケーブル 

ペーシングレート 
UP/DOWNキー 

同期モードボタン 

TEC-5631（日本光電） 



2-3パドルの種類 

外用パドル 内用パドル 使い捨てパッド 

電極部分をスライド
させ取り外すと 
 乳児用パドル 

（体重10kgが上限） 
として使用可能 



2-3パドルの種類 

乳児用使い捨てパッド（1歳未満） 

（日本光電の場合） 

成人・小児用使い捨てパッド（1歳以上） 

（日本光電の場合） 

（100J以上は対応なし） 



第2章チェックテスト 

除細動器の主要な外部構造は
（       ）（       ）（       ）
である 
除細動用のパドルには 
（       ）（       ）（       ） 
がある 

答えはこちら ⇒ 



第2章チェックテスト回答 

除細動器の主要な外部構造は 
（エネルギ設定）（充電ボタン）（ショックボタン） 
である 
除細動用のパドルには 
（外用パドル）（内用パドル）（使い捨てパッド） 
がある 



第3章 除細動器の使用方法 

第3章の到達目標 
 

・除細動器の使用方法について説明できる 
・除細動器の使用上の注意点について説明で 
 きる 



3-1パドルまたはパッドをあてる位置について 

第2または第3肋間
胸骨右縁付近 

第5間中腋窩線
付近 

STERNUM 
(胸骨） 

ＡＰＥＸ 
（心尖部） 



3-2非同期式除細動 
①外用パドルにゲルを均一に塗る 
  ゲルの変わりに専用のシートを用いる 
   こともある 

②外用パドルを皮膚に密着するよう 
 患者に押し当てる 
  STERNUM側にその胸部のインピーダ 
  ンスに対応したパドルコンタクトランプ 
  が点灯するので押し当てる際の目安 
  とする 

③エネルギを設定する 
④操作パネルまたはAPEX側の充電 
 ボタンを押しエネルギーを充電する 
⑤操作パネルまたは両パドルショッ 
 クボタンを同時に押し通電する 

③ 

④ 

④ 

⑤ 

⑤ 

① 



3-3同期式除細動 
①除細動器に心電図をモニタリングする 
②操作パネルの同期ボタンを押す 
③外用パドルにゲルを均一に塗る 
      ゲルの変わりに専用のシートを用いること 
     もある 
④外用パドルを皮膚に密着するよう患者に 
 押し当てる 
  STERNUM側にその胸部のインピーダンス 
      に対応したパドルコンタクトランプが点灯 
      するので押し当てる際の目安とする 
⑤エネルギを設定する 
⑥操作パネルまたはAPEX側の充電ボタンを 
 押しエネルギーを充電する 
⑦操作パネルまたは両パドルショックボタン 
 を同時に通電するまで押し続ける 

⑤ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

⑦ 

② 

③ 



3-4除細動のエネルギ設定について 
（非同期） 

外用パドル（成人）の場合 
 二相性波形：BTE波形では150J以上 
          RLB波形では120J以上 
          その後漸増する 
 単相性波形：初回360Jその後設定が可能で 
         あれば漸増 
 
外用パドル（小児）の場合 
 二相性/単相性波形：初回4J/ｋｇその後も4J/ｋｇ 

JRC蘇生ガイドライン2015 



3-5除細動時の注意事項について 

・患者の体が濡れている場合は体の表面をよく拭き取ること＊ 

・操作者および周囲の人は患者および患者に接続されている 
 装置やコード類、ベッドやストレッチャーなどの金属部分に触 
 れないこと＊＊ 

・パドルをあてる位置に装着された他の装置の電極および貼付 
 してある薬剤を取り除くこと＊ 

・パドルに塗るゲルは専用のものを用いること超音波用のゲル 
 は使用しないこと＊ 

・ゲルがついた手および濡れた手でパドルを握らないこと＊＊ 
・ペースメーカまたはICD植え込み患者については機能に障害を 
 与える可能性を考慮し、植え込み位置（膨らみ）の直上に使い 
 捨てパットを貼らないこと 
 

 ＊電気ショックの効果が減少  ＊＊操作者が電撃を受ける 



第3章チェックテスト 

除細動時にパッドをあてる位置は 
（                   ）と 
（          ）である 
非同期除細動の初回エネルギ設定は 
成人二相性: BTE波形（     ）J以上 
              RLB波形(          )J以上 
成人単相性（       ）J 
小児二相・単相性（         ）Jである 

答えはこちら ⇒ 



第3章チェックテスト 

除細動時にパッドをあてる位置は 
（第2または第3肋間胸骨右縁付近）と 
（第5間中腋窩線付近）である 

非同期除細動の初回エネルギ設定は 
成人二相性: BTE波形（ 150  ）J以上 
              RLB波形(  120   )J以上 
成人単相性（ 360 ）J 
小児二相・単相性（ 4J/ｋｇ）Jである 



第4章 除細動器その他の機能 

第4章の到達目標 
 

・除細動器に備えられた除細動以外の機能に
ついて説明できる 
 



4-1モニタリング 

心電図誘導ケーブル、パドル、外部心電図入
力ケーブルより入力された心電図は患者回路、
増幅器、フィルタを通りアナログ－デジタル変
換し、LED画面に表示する。 
3電極ではⅠ、Ⅱ、Ⅲ誘導の内何れかが選択
できる 
 
その他、機種によってSPO2、PetCO2の測定も
できる 



4-2経皮ペーシング 

設定されたペーシングレートとペーシング強度に
基づいてパルス発生回路から出力されたパルス
は患者回路、電流増幅回路を経て使い捨てパッ
ドへ出力する 
フィクスモードとデマンドモードがある 

使用時には心電図をモニタリングし、長時間経皮
ペーシングを行う場合は使い捨てパッドを1時間
ごとに新しいものと交換する 

フィクスモード ：自発心拍の発生に関わらず設定したペーシングレートでペーシングする 

デマンドモード：自発心拍がない場合はフィックスモードと同様にペーシングする 

          自発心拍が発生した時は、自発心拍から設定レートに対応した時間 

          内に次の自発心拍がないときにペーシングパルスを出力する 



4-2経皮ペーシング 

経皮ペーシングの代表的な手順は以下の通りである 
 

①除細動器の心電図電極と除細動パッドを貼る 

②除細動器の電源を入れ、心電図をモニタリングする 

③デマンドレートを約60回/分にセットする。このレートは 

    ペーシング確認後、患者の臨床的反応に基づいて 

    増減できる 

④出力電流を、コンスタントに心室捕捉できる電流値   

    から2mA高い値に設定する（安全マージン） 



4-3 AED 

装置が患者さんの心電図を解析して電気
ショックが必要かどうか判断し、電気ショックが
必要と判断した場合、あらかじめ設定したえネ
ルギ値まで自動的に充電され、表示されるガ
イダンスによって電気ショックを行う 



第4章チェックテスト 

除細動のその他の機能として 
（         ）（       ）（        ）
などがある 

答えはこちら ⇒ 



第4章チェックテスト回答 

除細動のその他の機能として 
（ モニタリング ）（経皮ペーシング）（ AED ）
などがある 



第5章 除細動器の保守管理 

第5章の到達目標 
 

・除細動器の保守管理の必要性について説明 
 できる 
・除細動器の保守管理の内容について説明で 
 きる 



5-1 必要性① 

平成19年に改正医療法として、「病院等の管理者は
医療機器に係る安全管理のために体制を確保しなけ
ればならない」とされた 
その体制のひとつに「医療機器の保守点検に関する
計画の策定と保守点検の適切な実施」がある 
除細動器は保守点検を必要とする代表的な医療機
器という位置づけであるため、点検計画表を策定し、
計画に沿った保守点検を実施しなければならない 
特定機能病院においては義務となっている 



5-1 必要性② 

除細動器は「医療機器安全管理料（１月につき100点）」 

の請求対象機器である 

請求要件には常勤の臨床工学技士の配置と保守点検
の実施が含まれる 



5-2 日常点検 

日常点検はメーカが指定した内容に沿って実施する 

日常点検の項目例 
 
・ 電極、除細動器用ゲルパッドに破損がなく、使用期限を過ぎていないこと 
・ 記録紙の在庫があること、正しくセットされていること 
・ 使い捨てパドルを使用する場合は、予備があること 
・ 本体、操作パネル、スイッチの破損・汚れ・異常がないこと 
・ パドルに破損・汚れ・錆などの異常がないこと 
・ リード線・電源コードの破損・汚れ・異常がないこと 
・ 電源コードがコンセントに接続されており、電源表示ランプが点灯していること 
・ 現在時刻表示が正しいこと 
・ セルフテスト、または出力テストが正常に行われること 



5-3 定期点検 

定期点検はメーカが指定した内容に沿って実施する。 

定期点検の項目例 
 
・ 本体および付属品に汚れ、破損がないこと 
・ バッテリの使用期限が過ぎていないこと 
・ バッテリテストが正常に完了すること 
・ 画面表示が正常であること 
・ 記録、イベント記録が正常に行われること 
・ パドルのコネクタ外れが正常に検出されること 
・ 充電時間が正常であること 
・ 電気ショックが正常に行えること 
・パドル誘導、心電図誘導による同期放電が正常であること 
・ペーシングの動作が正常であること 
・モニタリング（心電図、SPO2、CO2）の動作が正常であること 
・電気的安全性テストが正常であること 



5-4 除細動器関連のヒヤリハット事例① 

心室細動が出現した患者に除細動器を実施し
洞調律に戻ったが、再び心室細動出現の可能
性があったのですぐに対応できるよう除細動用
パッドを貼用したままスイッチを切り待機してい
た。その間に次の勤務者が、勤務前の除細動
器の作動チェックをしようとベッドサイドに来た。
患者の状態（心電図モニター）が安定していた
ため、除細動器が患者に接続されていると予
想せず、スイッチを入れ５０Jで除細動器の作動
チェックを行ってしまった。 

日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業より 



5-4 除細動器関連のヒヤリハット事例② 

術中にAfを認め、執刀医の指示によりDCを施行
したがパドル誘導でノイズが多く除細動器の安
全装置が作動し、除細動器が放電しなかった。
手術終了後の点検で体内式除細動器パドルの
断線が発覚した。 

日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業より 



第5章チェックテスト 

除細動の日常点検・定期点検は 
（             ）に沿って実施する 
除細動器は医療機器安全管理料の請求
対象機器であり、要件を満たすと1カ月に
つき（      ）点の請求ができる 

答えはこちら ⇒ 



第5章チェックテスト回答 

除細動の日常点検・定期点検は 
（メーカが指定した内容）に沿って実施する 
除細動器は医療機器安全管理料の請求
対象機器であり、要件を満たすと1カ月に
つき（ 100 ）点の請求ができる 



参考資料 

・JRC蘇生ガイドライン2010 
・JRC蘇生ガイドライン2015 
・ディフィブレータTEC-5600シリーズ 
 取扱い説明書および添付文書 
・使い捨てパッドP-511添付文書 
・使い捨てパッドP-513添付文書 
 


