
いいえ，いいえ， 
ショック非適応ショック非適応

はい，はい， 
ショック適応ショック適応

正常な呼吸を正常な呼吸を
していない， していない， 

脈拍あり脈拍あり
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AED が到着する。

心リズムをチェックする。
ショック適応のリズムか？

ショックを 1 回行う。直ちに CPR 
を再開し，約 2 分間続ける（AED に
よる心電図解析の指示があるま

で）。
ALS プロバイダーに引き継ぐまで，
あるいは傷病者の体動がみられる

まで続行する。

直ちに CPR を再開し，約 2 分間続
ける（AED による心電図解析の指示
があるまで）。ALS プロバイダーに
引き継ぐまで，あるいは傷病者の体
動がみられるまで続行する。

CPR
確実に密着させた HEPA フィルターのあるバッグマスクを使用して 

30 回の胸骨圧迫に対して 2 回の人工呼吸のサイクルで 
CPR を開始する。または

胸骨圧迫とフェイスマスクを使用した 
受動的酸素吸入を続行する。 

AED が使用可能になったらすぐに使用する。

救急応答者が到着
するまで監視する。

傷病者に反応がない。
大声で周囲に助けを求める。

携帯端末（使用可能であれば）で緊急対応システ
ムに出動を要請する。

AED および救急資器材を取ってくる 
（または誰かに取ってくるよう依頼する）。

呼吸をしていないか， 
死戦期呼吸のみかを確認
し，脈拍をチェックする	

（同時に）。 
脈拍は 10 秒以内に確実に

触知できるか？

正常な呼吸を 正常な呼吸を 
している， している， 
脈拍あり脈拍あり

呼吸をしていない，呼吸をしていない， 
または死戦期呼吸または死戦期呼吸

のみ，脈拍なしのみ，脈拍なし  いずれの場合もこの時点までに救急対応シ
ステムの出動要請または応援要請が行わ
れ，AED および救急資器材を入手している
か，誰かが取りに行っている。

• 確実に密着させた HEPA フィル
ター のあるバッグマスクを使用
して人工呼吸を行う。  

• 5 ～ 6 秒ごとに 1 回，または 1 
分あたり約 10 ～ 12 回。

• 2 分後，緊急対応システムに通
報する（まだ通報していない場
合）。
•	人工呼吸を続け，約 2 分ごとに
脈拍をチェックする。脈拍がな
い場合，CPR を開始する
（「CPR」のボックスに進む）。
•	オピオイド過量投与の可能性
がある場合，入手可能であれ
ば， 
プロトコールに従ってナロキソ
ンを投与する。

COVID-19 感染確定例または感染疑いのある
BLS ヘルスケアプロバイダー向けの成人の心停止アルゴリズム
2020 年  4 月更新

現場の安全を確認する 
• 個人感染防護具（PPE）を着用
• 救助者数を制限する
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いいえ，いいえ， 
ショック非適応ショック非適応

はい，はい， 
ショック適応ショック適応

正常な呼吸を正常な呼吸を
していない， していない， 

脈拍あり脈拍あり

いいえいいえ

約 2 分後にまだ 1 人の場合は，緊急対応システムに
通報し，AED を取ってくる（まだ行っていない場合）。

突然倒れたところを 
目撃したか？

AED で心電図解析を行う。
ショック適応のリズムか？

ショックを 1 回行う。直ちに CPR 
を再開し，約 2 分間続ける（AED に
よる心電図解析の指示があるま

で）。 
ALS プロバイダーに引き継ぐまで，
あるいは傷病者の体動がみられる

まで続行する。

直ちに CPR を再開し，約 2 分間続
ける（AED による心電図解析の指示
があるまで）。ALS プロバイダーに
引き継ぐまで，あるいは傷病者の体
動がみられるまで続行する。

CPR
1 人法：確実に密着させた HEPA フィルターのあるバッグマスクを使用して 

30 回の胸骨圧迫に対して 2 回の人工呼吸のサイクルで 
CPR を開始する。 

（2 人目の救助者が到着した場合は、15：2 の圧迫・換気比で行う）。 
AED が使用可能になったらすぐに使用する。

緊急対応システムに
通報する 

（まだ通報していない
場合）。

傷病者のそばに戻り， 
救急応答者が 
到着するまで 
監視する。

傷病者に反応がない。
大声で周囲に助けを求める。

携帯端末（使用可能であれば）で緊急対
応システムに出動を要請する。

呼吸をしていないか， 
死戦期呼吸のみかを確認
し，脈拍をチェックする	

（同時に）。 
脈拍は 10 秒以内に確実に

触知できるか？

正常な呼吸を正常な呼吸を
している， している， 
脈拍あり脈拍あり

呼吸をしていない，呼吸をしていない， 
または死戦期呼吸のみ，または死戦期呼吸のみ，

脈拍なし脈拍なし

はいはい 緊急対応システムに通報し（まだ
通報していない場合），AED／除

細動器を取ってくる。

1 人のヘルスケアプロバイダーによる 
COVID-19 感染確定例または感染疑いのある 
小児心停止例に対する BLS アルゴリズム
2020 年  4 月更新

• 確実に密着させた HEPA フィル
ター のあるバッグマスクを使用
して人工呼吸を行う。 

• 3～5 秒ごとに 1 回，または 1 分
あたり約 12～20 回。
•	脈拍が依然として 60 回/分を下
回り，循環不良が改善しない場
合は，人工呼吸に胸骨圧迫を加
える。

• 2 分後，緊急対応システムに通
報する（まだ通報していない場
合）。
•	人工呼吸を続け，約 2 分ごとに
脈拍をチェックする。脈拍がな
い場合，CPR を開始する
（「CPR」のボックスに進む）。
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現場の安全を確認する 
• 個人感染防護具（PPE）を着用
• 救助者数を制限する
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いいえ，いいえ， 
ショック非適応ショック非適応

はい，はい， 
ショック適応ショック適応

正常な呼吸を正常な呼吸を
していない，	していない，	
脈拍あり脈拍あり

2 人以上のヘルスケアプロバイダーによる 
COVID-19 感染確定例または感染疑いのある 
小児心停止例に対する BLS アルゴリズム
2020 年  4 月更新

AED で心電図解析を行う。  
ショック適応のリズムか？

ショックを 1 回行う。直ちに CPR を
再開し，約 2 分間続ける（AED による

心電図解析の指示があるまで）。
ALS プロバイダーに引き継ぐまで，

あるいは傷病者の体動がみられるま
で続行する。

•	確実に密着させた	HEPA	フィル
ターのあるバッグマスクを使用し
て人工呼吸を行う。 

•   3～5 秒ごとに 1 回， 
または 1 分あたり約 12～20 回。

•  脈拍が依然として 60 回/分を下
回り，循環不良が改善しない場合
は，人工呼吸に胸骨圧迫を加え
る。

• 2 分後，緊急対応システムに通報
する（まだ通報していない場合）。

•  人工呼吸を続け，約 2 分ごとに脈
拍をチェックする。脈拍がない場
合，CPR を開始する（「CPR」の
ボックスに進む）。

直ちに CPR を再開し，約 2 分間続
ける（AED による心電図解析の指示
があるまで）。ALS プロバイダーに

引き継ぐまで，あるいは傷病者の体
動がみられるまで続行する。

CPR
1 人目の救助者が， 

確実に密着させた	HEPA	フィルターのあるバッグマスクを使用して 
30：2 の圧迫・換気比で  

CPR を開始する。
2 人目の救助者が戻ってきた時点で， 

15：2 の圧迫・換気比に切り替える。
AED が使用可能になったらすぐに使用する。

救急応答者が到着
するまで監視する。

傷病者に反応がない。
大声で周囲に助けを求める。

1 人目の救助者が傷病者に付き添う。
2 人目の救助者が緊急対応システムに
通報し，AED と救命用具を取ってくる。

呼吸をしていないか， 
死戦期呼吸のみかを確認

し，脈拍をチェックする 
（同時に）。 

脈拍は 10 秒以内に確実に
触知できるか？

正常な呼吸を正常な呼吸を
している，	している，	
脈拍あり脈拍あり

呼吸をしていない，呼吸をしていない， 
または死戦期呼吸または死戦期呼吸
のみ，脈拍なしのみ，脈拍なし
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現場の安全を確認する 
•	個人感染防護具（PPE）を着用
•	救助者数を制限する
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