第３節 急性心筋梗塞対策
第１ 急性心筋梗塞の現状
急性心筋梗塞は、動脈硬化によって冠動脈が急激に閉塞し、心臓の筋肉（心筋）に血液が流れなく
なり、心筋細胞が壊死してしまう病気です。壊死する心筋が多いほど心臓の動きが弱まり血液を全身
に送り出す働きができなくなるため一刻も早く閉塞を取り除くことが重要です。また、発症後すぐに
心臓が突然止まってしまう重症不整脈を起こす場合もあるため、適切な救急対応と速やかな専門的治
療を行わなければ死につながる病気です。
１ 急性心筋梗塞の現状
冠動脈が完全に詰まり心筋への血流が途切れることによって起こる心筋梗塞と、冠動脈が狭くなり
心筋への血流が悪くなることで生じる狭心症とをあわせて虚血性心疾患と呼びます。
全国では、年間約 17 万人が虚血性心疾患で死亡しています。本県でも毎年約 2,500 人が心疾患で死
亡しており、心疾患死亡は全死因の 16.4％（平成 23 年）で死因第２位となっています。
心疾患死亡のうち約３割が急性心筋梗塞で、本県では毎年約 800 人が急性心筋梗塞で死亡していま
す。性別では、男性のほうが女性よりも死亡率が高くなっています。
急性心筋梗塞は、発症要因となる危険因子（高血圧、高脂血症、糖尿病等）や生活習慣（喫煙、肥
満等）を予防・改善することが重要です。
急性心筋梗塞を発症した場合には、
「速やかな１１９番通報」
「応急手当」
「高度な救命処置」
「高度
な救命医療」が途切れることなく行われることが救命と予後の改善において非常に重要となります。
【救命のリレー】
（救命のための連携プレー）
早い１１９番通報

早い応急手当

早い救命処置

おちついて、はっきりと

救急車到着前の早い

救急救命士等の行う

１１９番に通報する

心肺蘇生と除細動

高度な救急処置

早い救命医療
医療機関における
高度な救命医療

資料 「改訂３版応急手当講習テキスト 救急車がくるまでに」
（財団法人救急振興財団）より引用

（１）予防
急性心筋梗塞は動脈硬化により冠動脈が完全に詰まることによって起こります。
そのため、急性心筋梗塞の予防には、動脈硬化を防ぐことが重要です。
高血圧、高脂血症、喫煙、糖尿病、メタボリックシンドローム、ストレスなどは、動脈硬化の原
因となり、心筋梗塞になる危険が高まります。
急性心筋梗塞の発症を予防するには、県民一人一人が、これらの生活習慣病の改善と適切な治療
管理に努めることが大切です。
（２）発症直後の救護、搬送等
急性心筋梗塞は、発症してから専門的治療が開始されるまでの時間が短いほど、元気に社会復帰
できる可能性が高まります。そのため、急性心筋梗塞を疑うような症状について日頃から理解を深
め、症状が出現した場合には直ちに１１９番に救急要請を行うことが重要です。自力で病院に行こ
うとすると、その間に急に悪化して致命的となる場合もあります。
また、発症直後に病院外で心肺停止状態となった場合、周囲にいる者や救急救命士等による心肺
蘇生の実施及びＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用により救命率の向上が期待されます。
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（３）診断
問診や身体所見の診察に加えて、心電図検査、血液生化学検査、Ｘ線検査や心エコー検査等の画
像診断、冠動脈造影検査（心臓カテーテル検査）等を行うことで正確な診断が可能になります。特
に心電図所見でＳＴ上昇型心筋梗塞の場合、診断と治療とを一体的に実施できる冠動脈造影検査を、
発症後速やかに実施することが重要です。
非ＳＴ型上昇型心筋梗塞では至適な薬物療法を行いつつ必要に応じて早期に冠動脈造影を行うと
されています。
また、診断の過程において、不整脈、ポンプ失調、心破裂等の生命予後に関わる合併症について
確認することも重要です。
（４）急性期の治療
急性心筋梗塞の急性期には、循環管理、呼吸管理等の全身管理とともに、ＳＴ上昇型心筋梗塞、
非ＳＴ上昇型心筋梗塞等の個々の病態に応じた治療が行われます。
また、心臓の負荷を軽減させるために苦痛と不安の除去も行われます。
① ＳＴ上昇型心筋梗塞の治療は、血栓溶解療法や冠動脈造影検査及びそれに続く経皮的冠動脈形
成術（PCI）により、阻害された心筋への血流を再疎通させる療法が主体となります。特に、発症
から血行再建までの時間が短いほど有効性が高く、発症後１時間以内に治療を開始した場合に最
も死亡率が低くなります。また、合併症等によっては冠動脈バイパス術（CABG）等の外科的治療
が第一選択となることも考えられます。
② 非ＳＴ上昇型心筋梗塞の急性期の治療は、薬物治療に加えて、必要に応じて早期に冠動脈造影
検査を行い、適応に応じて PCI、CABG を行うことが必要です。
（５）心臓リハビリテーション
心臓リハビリテーションは、合併症や再発の予防、早期の在宅復帰及び社会復帰を目的に、発症
した日から患者の状態にあった運動療法、食事療法等を実施します。
また、トレッドミルや自転車エルゴメーターを用いて運動耐容能を評価した上で、運動処方を作
成し、徐々に負荷を掛けることで不整脈やポンプ失調等の合併症を防ぎつつ、身体的、精神・心理
的、社会的に最も適切な状態に改善することを目的とする包括的あるいは多要素リハビリテーショ
ンを実施します。
喪失機能（心機能）の回復だけではなく再発予防、リスク管理などの多要素の改善に焦点があて
られている点が、脳卒中等のリハビリテーションとは異なります。
（６）急性期以後の医療・在宅医療
急性期を脱した後は、不整脈、ポンプ失調等の治療やそれらの合併症予防、再発予防、心臓リハ
ビリテーション、基礎疾患や危険因子（高血圧、高脂血症、喫煙、糖尿病等）の継続的な管理が行
われます。
また、患者や患者の周囲にいる者に対する再発時における適切な対応についての教育も重要です。
（７）本県の現状
本県では毎年約 2,500 人が心疾患で死亡しており、
平成 12 年以降、
死因の第２位となっています。
心疾患死亡率は全国的に増加傾向にありますが、本県は全国平均を大きく上回っています。
また、急性心筋梗塞は本県の心疾患死亡の 24.4%を占め、男性の死亡率が高く、平成 23 年の本県
男性の急性心筋梗塞年齢調整死亡率（急性心筋梗塞による死亡を人口及び年齢構成の異なる地域間
で比較できるように年齢調整して算出した値）は、全国で４位とされています。

- 106 -

① 心疾患による死亡率
平成 23 年に心疾患を主な死因とした人は、2,685 人で死亡数全体の 16.4％を占めました。
心疾患による死亡率は、昭和 55 年には脳血管疾患による死亡率を下回っていましたが、昭和
60 年を境に脳血管疾患死亡率を上回りました。その後、平成７年に再び脳血管疾患を下回り
ましたが、平成 12 年以降は脳血管疾患死亡率を上回り、死因第２位となっています。
三大死因の死亡率の推移 （青森県） 人口10万対
年 次
悪性新生物
心疾患
脳血管性疾患
昭和 55 ②140.2
③107.2
①157.5
60 ①174.3
③129.0
②134.9
平成 2 ①192.4
②151.8
③111.8
7 ①236.0
③133.5
②141.9
8 ①240.7
③134.4
②142.6
9 ①248.2
③139.0
②141.1
10 ①248.3
②142.3
③130.6
11 ①261.8
③139.6
②140.1
12 ①261.0
②136.9
③135.5
13 ①267.4
②141.4
③137.0
14 ①270.9
②143.8
③133.2
15 ①283.2
②148.7
③138.5
16 ①298.8
②154.7
③141.2
17 ①305.9
②172.9
③141.3
18 ①313.9
②171.2
③134.8
19 ①327.7
②167.6
③134.3
20 ①334.7
②173.1
③136.2
21 ①328.4
②179.9
③133.7
22 ①349.3
②192.3
③137.5
23 ①353.2
②197.4
③141.5
資料 「人口動態統計」 （厚生労働省）

三大死因の死亡率の推移（青森県）

資料「人口動態統計」
（厚生労働省）
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心疾患死亡率は全国的にも増加傾向にあり、本県とほぼ同様の曲線を描いて推移しています。
しかし、本県は全国平均より高い死亡率で推移しており、平成 23 年は全国平均 154.5 人（人口
10 万対）に対し本県は 197.4 人で、全国平均を 43.0 人上回りました。
心疾患死亡率の年次推移（全国及び青森県）

資料「人口動態統計」
（厚生労働省）

② 急性心筋梗塞による死亡率
県内で平成 23 年に心疾患を主な死因とした人（2,685 人）のうちの 24.4％（656 人）が急性心
筋梗塞で、死亡数全体でみると急性心筋梗塞による死亡は全死因の 4.1％でした。

資料「人口動態統計」
（厚生労働省）
心疾患死亡数・死亡率（人口１０万対）、性別
平成２３年

全国
青森県
全国
うち急性心筋梗塞
青森県

心疾患

総数
194,926
2,685
43,265
656

死亡数
男
91,298
1,230
23,966
344

女
103,628
1,455
19,299
312

総数
154.5
197.4
34.3
48.2

平成２２年
死亡率
男
148.6
192.5
39.0
53.8

女
160.1
202.1
29.8
43.3

総数
189,360
2,634
42,629
700

死亡数
男
88,803
1,311
23,497
398

女
100,557
1,323
19,132
302

平成２３年
死亡総数に
死亡率
占める割合
総数
男
女
149.8
144.2
155.2
15.6
192.3
203.3
182.5
16.7
33.7
38.2
29.5
3.5
51.1
61.7
41.7
4.1
資料 「人口動態統計」 （厚生労働省）

厚生労働省が発表した
「都道府県別にみた死亡の状況－平成 22 年都道府県別年齢調整死亡率の
概況（平成 24 年 3 月）
」によると、男性の急性心筋梗塞年齢調整死亡率（人口 10 万対）は本県が
32.0 人で４番目に高く、全国平均 20.4 人を大きく上回る結果でした。
一方、女性は、全国平均 8.4 人に対し本県は 11.4 人で、全国都道府県で５番目に死亡率が高い
という結果になっています。
また、平成 17 年の年齢調整死亡率と平成 22 年の年齢調整死亡率の比較では、本県の男性は平
成 17 年の 42.6 人から平成 22 年 32.0 人とやや改善しています。
女性は平成 17 年が 14.0 人、平成 22 年は 11.4 人となっています。
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③ 急性心筋梗塞死亡者の性別・年齢別内訳
急性心筋梗塞による死亡者を年齢別でみると、70 歳以上が全体の約８割（男性は約７割、女性
は約９割）を占めています。40 歳代～60 歳代では、男性が女性の約４倍となっています。
急性心筋梗塞による死亡数、性・年齢別（平成23年 青森県）
（単位：人）
うち急性心筋梗塞
死亡総数
20歳未満 20～39歳 40～59歳 60～69歳 70歳以上
による死亡数
16,419
計
656
0
2
47
91
516
計
男
8,679
男
344
0
1
35
76
232
女
7,740
女
312
0
1
12
15
284
資料 「人口動態統計」 （厚生労働省）

④ 救急搬送の状況～急病による救急搬送の約１割は心疾患～
平成 22 年に救急車で搬送された人の 61．1％（25,294 人）が急病患者で、そのうち 9．4％（2,375
人）が心疾患によるものでした。

資料「防災消防の現状」
（青森県）
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ア 救急通報があってから救急隊が現地に到着するまでに要した平均時間

平成 22 年の救急出動について救急通報から救急隊が現地に到着するまでに要した平均時
間は「5～10 分」が 59.7％で最も多く、次いで「10～20 分」が 21.4％でした。
現地到着所要時間別出動件数（平成 22 年）

資料「防災消防の現状」
（青森県）

イ 救急要請（覚知）から医療機関収容までに要した平均時間
平成 22 年に救急搬送された人について救急車を呼んだ時から医療機関に到着するまでの平均
時間は「30～60 分」が 45.7％で最も多く、次いで「20～30 分」39％でした。
収容時間別搬送人員（平成 22 年）

資料「防災消防の現状」
（青森県）

ウ 救急隊員による急病搬送での応急手当の実施状況（平成 22 年）
（単位：人）
救急隊員による急病搬送での応急手当は、酸素飽和度、血圧測定、心電図の順に多くなってい
ます。
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エ 救急救命士数の推移
県内の救急救命士数は年々増加しています。

オ バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）による応急手当の実施状況
救急隊が搬送した心肺停止傷病者のうち家族等により応急手当が実施された人の割合は、平成
18 年には 34％でしたが、平成 22 年には 47.6％となっています。
また、家族等により応急手当が実施された人と、応急手当がされなかった人の１ヶ月後の生存
者数を比較すると、応急手当が実施された人のほうが予後が良く、応急手当の救命効果は概ね２
倍となっています。

カ 応急手当普及講習会受講者数及び受講率
消防機関による応急手当普及講習会受講者は年間約２万人です。
また、平成 22 年に、県・消防機関・市町村（学校で実施されたものを除く）
・日本赤十字社に
より県内で実施された応急手当普及講習会の受講者は延べ 23,902 人でした。
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３ 急性心筋梗塞の医療提供体制
（１）治療の実施状況
急性心筋梗塞患者に対する専門的治療として、冠動脈にカテーテルを通して閉塞を取り除く治療
があります。急性心筋梗塞の急性期病院には、専門的検査にいつでも対応できることに加え、この
ような高度専門的な治療が求められます。また、冠動脈バイパス術等、外科的治療を要する場合も
あります。
平成 23 年における冠動脈カテーテル治療等の実施状況は次のとおりです。
冠動脈閉塞に対する治療の実施状況（平成 23 年 1 月～平成 23 年 12 月末）
津軽
冠動脈閉塞に対する経皮

実施病院数

的治療(ｶﾃｰﾃﾙによる)

年間件数
実施病院数

八戸

青森

西北五

下北

上十三

計

１

２

４

１

１

２

１１

５２２

１９８

４４２

１０８

１５９

２０５

１,６３４

２

１

２

０

０

０

５

６５

３

１３９

０

０

０

２０７

１

１

２

１

５

冠動脈バイパス術
年間件数
経静脈的血栓溶解療法

実施病院数

平成 23 年度青森県医療機能調査

第２ 医療機関（関係機関）との連携
１ 目指すべき方向性
急性心筋梗塞は、発症後速やかに救命処置を行い、高度専門的な治療が可能な医療機関でいち早く
治療を開始することが重要です。従って、県民による「速やかな１１９番通報」と「応急手当」、救急
救命士等による「高度な救命処置」と救急搬送、医療機関による「高度な救命医療」が切れ目無く迅
速に行われる体制が必要です。
また、再発予防においては、急性期医療機関と地域の医療機関等の連携のもとで、再発予防のため
の治療や投薬、生活指導等が継続して行われる体制が求められます。
さらに、県民が、発症時の対応はもちろん、危険因子となる高血圧、高脂血症、糖尿病などの予防
とコントロール、喫煙や肥満等の生活習慣の改善により、発症そのものを予防することの重要性につ
いて理解を深めることが必要です。
こうしたことから、急性心筋梗塞の医療体制は、次の事項を基本として、各機能の充実を図るとと
もに、連携し、継続して実施される体制の構築を目指します。
（１）（発症及び再発予防のための）県民への普及啓発
① 県民主体の健康づくり運動「健康あおもり２１（第２次）」の推進
② 急性心筋梗塞についての正しい知識の普及啓発
③ 食事、運動、禁煙等、再発を予防する生活習慣についての啓発
（２）発症後、速やかな救命処置及び搬送が可能な体制
① 現場に居合わせた者による速やかな１１９番
② 心停止の場合は、現場に居合わせた者による心肺蘇生法、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使
用等による救命処置
③ 専門的な診療が可能な医療機関への速やかな救急搬送
④ 現場に居合わせた者、消防機関、医療機関等の連携
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（３）発症後、速やかな治療開始が可能な体制
① 医療機関到着後 30 分以内の専門的な治療の開始
（４）再発を予防するための体制
① 合併症や再発の予防治療、基礎疾患や危険因子の管理の実施
② 再発予防のための定期的専門的検査の実施
③ 在宅での病状管理を行う地域の医療機関と急性期医療機関との連携
２ 各医療機能と連携
急性心筋梗塞の医療連携体制の基本となる機能ごとに、目指すべき目標と関係者に求められる役割、
医療機能等を次のとおりとします。
（１）発症予防の機能
① 目標
◇ 急性心筋梗塞の発症予防
② 関係機関に求められる役割
■医療機関
次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療を実施し
ていることが求められます。
◇ 高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病等の基礎疾患及び危険因子の管理が可能であること
◇ 初期症状出現時における対応について、本人及び家族等患者の周囲にいる者に対する教育、
啓発を実施すること
◇ 初期症状出現時に、急性期医療を担う医療機関への受診勧奨について指示すること
■関係機関
◇ 生活習慣病の予防のための保健指導
◇ 特定健診等による危険因子の早期発見及び治療の勧奨
◇ 健康づくり対策の推進
③ 担い手
地域の医療機関、薬局、保険者、市町村、保健所
（２）応急手当・病院前救護の機能
① 目標
◇ 急性心筋梗塞を疑われる患者への迅速かつ適切な応急処置と専門的な治療が可能な医療機関
への速やかな搬送
② 関係機関に求められる役割
■医療機関
◇ 速やかな判断と急性期医療機関への転送
◇ 急性期医療機関での診断と評価にかかる時間の短縮
■本人または現場に居合わせた者
◇ 本人または現場に居合わせた者による発症後速やかな救急搬送要請
◇ 心肺停止が疑われる者に対して、心肺蘇生法や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用による
救命処置
■救急救命士等
◇ 救急救命士による特定行為を含めた応急処置
◇ 救急救命士を含む救急隊員は、地域メディカルコントロール協議会によるプロトコール（活
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動基準）に即し、薬剤投与等の特定行為を含めた救急蘇生法等適切な観察、判断、処置を実施
すること
◇ 急性期医療を担う医療機関への搬送と搬送にかかる時間の短縮
③ 担い手
地域住民、救急救命士等、地域の医療機関
（３）救急医療の機能（急性期）
① 目標
◇ 患者の来院後の速やかな初期治療の開始とともに、30 分以内の専門的な治療の開始
◇ 合併症や再発の予防、在宅復帰のための心臓リハビリテーションの実施
◇ 再発予防の定期的専門的検査を実施すること
② 関係機関に求められる役割
■医療機関
次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療を実施し
ていることが求められます。
◇ 心電図検査、血液生化学検査、心臓超音波検査、Ｘ線検査、ＣＴ検査、心臓カテーテル検査、
機械的補助循環装置等必要な検査及び２４時間対応可能であること
◇ 急性心筋梗塞が疑われる患者について専門的な治療を行う医師等が 24 時間対応可能である
こと
◇ ＳＴ上昇型心筋梗塞の場合、90 分以内に冠動脈造影検査および適応があれば PCI の開始が可
能であること
◇ 呼吸管理、疼痛管理等の全身管理が可能であること
◇ ポンプ失調、心破裂等の合併症治療及び冠動脈バイパス術等の外科的治療が可能であること、
あるいはこれらが実施可能な医療機関と常に連携がとられていること
◇ 電気的除細動、機械的補助循環装置、緊急ペーシングへの対応が可能であること
◇ 運動耐容能などに基づいた運動処方により合併症を防ぎつつ、運動療法のみならず包括的あ
るいは多要素リハビリテーションを実施可能であること
◇ 抑うつ状態等の対応が可能であること
◇ 回復期（あるいは在宅療法）の医療機関と診療情報や治療計画を共有する等して連携してい
ること、またその一環として再発予防の定期的専門的検査を実施すること
◇ 退院前に、患者及び家族に対し急性心筋梗塞の再発予防のための教育を行うこと
③ 担い手
急性心筋梗塞の急性期医療を担う医療機関又は有床診療所
（４）身体機能を回復させる心臓リハビリテーションを実施する機能（回復期）
① 目標
◇ 在宅復帰（社会復帰）のための心臓リハビリテーションの実施
◇ 在宅等生活の場への復帰支援
② 関係機関に求められる役割
■医療機関
次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療を実施し
ていることが求められます。
◇ 再発予防の治療や基礎疾患、危険因子の管理、抑うつ状態等の対応が可能であること
◇ 心電図検査、電気的除細動等急性増悪時の対応が可能であること
◇ 合併症併発時や再発時に緊急の内科的、外科的治療が可能な医療機関と連携していること
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◇ 運動耐容能を評価の上で、運動療法、食事療法等の心臓リハビリテーションが実施可能であ
ること
◇ 急性心筋梗塞の再発や重症不整脈などの発生時における対応法について、患者及び家族への
教育を行うこと
◇ 診療情報や治療計画を有する等して急性期の医療機関及び二次予防の医療機関と連携してい
ること
③ 担い手
内科及びリハビリテーション科を有する病院又は診療所
（５）再発予防の機能
① 目標
◇ 再発予防治療
◇ 危険因子（高血圧症、高脂血症、糖尿病、喫煙等）となる基礎疾患及び危険因子の治療、管
理
◇ 在宅療養の継続の支援
◇ 再発予防に必要な知識の教育
② 関係機関に求められる役割
■医療機関
次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療を実施し
ていることが求められます。
◇ 再発予防のための治療や基礎疾患、危険因子の管理、抑うつ状態への対応が可能であること
◇ 緊急時の除細動等急性増悪時への対応が可能であること
◇ 合併症併発時や再発時に緊急の内科的、外科的治療が可能な医療機関と連携していること
◇ 再発予防の定期的専門的検査、合併症併発時や再発時の対応を含めた診療情報または治療計
画の共有等により、急性期の医療機関や介護保険サービス事業所等と連携していること
◇ 在宅でのリハビリ、再発予防のための管理を医療機関と訪問看護ステーション、薬局が連携
して実施できること
■関係機関
◇ 生活習慣病の予防及び治療のための保健指導
◇ 基本健診等による危険因子の早期発見及び治療の勧奨
◇ 健康づくり対策の推進
③ 担い手
地域の医療機関、薬局、保険者、市町村、保健所
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保健医療連携体制図

急性心筋梗塞の保健医療連携体制
発症

救
急
要
請

救
急
搬
送

応急手当・
病院前救護

医 療 機 能

医
療
機
能

救急医療

経過観察、再発予防の連携

○速やかな初期病態評価と迅
速な専門的治療の開始
○運動耐容能の評価に基づく
運動療法、食事指導等、心臓リ
ハビリテーション
○再発予防の定期的専門的検
査の実施
○退院前の再発予防のための
患者教育

身体機能を回復させる
心臓リハビリテーション
○基礎疾患や危険因子の
治療、管理
○心不全合併例に対して安
静度の段落的緩和による心
臓リハビリテーション
○在宅等生活の場への復
帰支援

再発予防
○適切な薬物療法
○高血圧、ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、糖
尿病の治療、管理
○禁煙、肥満予防の指導、
管理
○再発防止のための食事
や運動等に関する指導
○在宅療養の継続支援

急性心筋梗塞の急性期病院
退院時連携

発症予防

地域の医療機関、保険者、
市町村、保健所、薬局

○急性心筋梗塞の
発症予防

退院、通院、在宅療養支援
地域の医療機関、薬局、
保険者、市町村、保健所

在宅等での生活

時間の流れ

各医療機能と連携については、この節の最後尾に一覧にして再掲しています。
また、医療連携体制の構築に必要な医療機能を担う医療機関について、ホームページ等で公表します。
（各論第１章－第４節「保健・医療・福祉の情報提供の推進」－「２ 疾病事業ごとの各医療機能を
担う医療機関の情報」
（６６ページ）参照）
３ 医療連携体制の圏域
外科的治療を含めた高度専門的な急性心筋梗塞の医療が概ね完結する圏域は、津軽・西北五地域、
青森地域、八戸・上十三地域、下北地域の４つの圏域となります。

面積
（H23年国土地理院）

津軽
津軽・西北五

青森

八戸・上十三

下北
計
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人口（人）
H22.10.1現在
国勢調査

1555.92

290,115

1794.8

159,044

小計

3350.72

449,159

青森

1477.37

325,458

八戸

1274.78

311,204

上十三

2126.81

207,975

小計

3401.59

519,179

下北

1414.87

79,543

9644.55

1,373,339

西北五

４ 本県の急性心筋梗塞対策の課題
（１）
（発症及び再発予防のための）県民への普及啓発
健康あおもり２１（第２次）に基づき、禁煙支援や肥満予防のための食事や運動指導など、特定
保健指導を通じて支援を行い、発症及び再発予防に努めており、継続した取組を行う必要がありま
す。
県民向けの急性心筋梗塞のパンフレットを作成し、県民への普及啓発を図ったが、急性心筋梗塞
の発症が疑われる症状や、再発予防のために必要な事項等について、今後も継続して県民へ周知し
ていくことが必要です。
（２）発症後、速やかな救命処置及び搬送が可能な体制の構築
県民が、適切かつ迅速な救急要請を行うこと、また、心肺蘇生法、自動体外式除細動器の使用等
救命処置に関する知識と技術の普及のため、救急フォーラムの開催やリーフレットを用いた普及啓
発を行ってきました。
しかし、県民が速やかな救急処置を行うことができる現状にあるとはいえないことから、今後も
継続して、発見者等が適切かつ迅速に１１９番による救急要請ができるよう、医療関係者、心疾患
患者及びその家族等を含めた県民に対して、急性心筋梗塞に関する知識を普及する必要があります。
また、急性期医療機関への速やかな搬送のため、地域メディカルコントロール協議会を活用し、
搬送途上の医療の質の維持及び向上、消防機関と医療機関の連携強化を図っていく必要があります。
（３）発症後、速やかな治療開始が可能な体制
急性心筋梗塞の医療機能を担う医療機関の把握をし、ホームページに掲載し周知を図っており、
速やかな専門治療が開始されるようになってきていますが、今後も引き続き、速やかな専門治療が
開始できるよう体制を整備していく必要があります。
急性期医療機関と急性期以外の医療機関との連携については、地域連携パスを活用しながら推進
していく必要があります。
（４）再発を予防するための体制
急性期病院と急性期以外の医療機関との連携を図り、再発予防のための治療体制を整備するため、
地域連携パスを試行してきました。今後も地域連携パスを活用しながら、再発予防のための治療体
制を整備する必要があります。
健康あおもり２１（第２次）に基づき、禁煙支援や肥満予防のための食事や運動指導など、特定
保健指導を通じて支援を行い、再発予防に努めてきましたが、今後も継続していく必要があります。

- 118 -

５ 数値目標と達成のための施策
課題（大項目）
1 （発症及び再
発予防のため
の）県民への普
及啓発

課題（小項目）

課題解決にあたっての数値目標
目標項目

健康あおもり２１の推 禁煙外来を行っている医療機関
進及び予防のための 数
生活習慣についての （がん・生活習慣病対策課調）
普及

高血圧症有病者（収縮期血圧
140mmhg以上、または拡張期血
圧90mmhg以上もしくは服薬者）
のうち、服薬していない者の割合

目標達成のための施策
（（ ）内は担い手）

現状値

目標値(H29年度）

130
(H24年9月）

増加

効果的な禁煙治療を実施できるよう
研修会を開催する。（県）
ホームページ等により医療機関の
情報提供を行う。（県）
禁煙希望者への情報提供を行う。
（県以外）

12.2%
(H22年）

減少

高血圧の治療に関する正しい知識
の普及啓発（県、県以外）
バランスのとれた食生活の必要性
の普及啓発（県、県以外）

32.9%
（H22年）

減少

バランスのとれた食生活の必要性
の普及啓発（県、県以外）

28.7%
（H22年）

減少

バランスのとれた食生活の必要性
の普及啓発（県、県以外）
糖尿病患者の治療継続の必要性を
普及啓発（県、県以外）

男性：36.1％
女性：7.9％
(H22年）

男性：23%以下
女性：5%以下

喫煙の健康への影響について普及
啓発（県、県以外）
禁煙希望者への支援（県、県以外）
受動喫煙防止対策の推進（県、県
以外）

33.2分
（H23年）

短縮

地域メディカルコントロール協議会
の活用による連携強化（県）

16件
(H23年）

増加

講習会等を通じて県民への普及啓
発を継続（県）
消防等関係機関における応急手当
に関する普及啓発を継続（関係団
体）

33.2分
（H23年）

短縮

地域メディカルコントロール協議会
の活用による連携強化（県）

①来院から心臓
カテーテル治療
開始までの平均
時間：21分
②来院からPCIま
での平均時間：
50分

①来院から心臓カ
テーテル治療開始
までの平均時間：
30分以内
②来院からPCIまで
の平均時間：60分
以内

*数値目標の考え方
現状値は弘前大学のデータであり、
他の医療機関の現状を考慮すると、こ
の数値目標が適当であると協議会で
判断。今後は他の医療機関の調査も
実施する予定。

(平成22年度市町村国保特定健康
診査データ）

脂質異常者（中性脂肪150mg/dl
以上、またはHDL４０ｍｌ未満また
はＬＤＬ140mg/dl以上もしくは服
薬者）のうち服薬していない者の
割合
(平成22年度市町村国保特定健康
診査データ）

糖尿病有病者（血糖値126mg/dl
以上又はHbA1c6.1以上である
か、インスリンまたは服薬治療して
いる者）及び予備群（血糖値
110mg/dl以上126mg/dl未満又は
HbA1c5.5以上6.1未満の者（服
薬者を除く））の者の割合
(平成22年度市町村国保特定健康
診査データ）

喫煙率
（青森県県民・健康栄養調査）

２ 発症後、速や 応急手当の普及
かな搬送と専門
的な診療が可能
な体制

救急要請から医療機関への収容
までに要した平均時間
（救急・救助の現状）

心肺機能停止傷病者全搬送人
員のうち、一般市民により除細動
が実施された件数
（救急・救助の現状）

急性期医療機関への 救急要請から医療機関への収容
速やかな搬送のため までに要した平均時間
（救急・救助の現状）
の連携強化
３ 発症後、速や 速やかな専門的治療 来院から心臓カテーテル検査・
かな治療開始が の開始
治療までに要した平均時間
可能な体制

（H23.1月～10月
弘前大学データ）

急性心筋梗塞の医療 心臓リハビリテーションが実施可
連携の推進
能な医療機関数

６施設
(H24年1月）

増加

(診療報酬施設基準)

４ 再発を予防す 再発予防のための連 地域連携パスの利用件数
るための体制
携の推進
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増加

効果的効率的にパスを活用できる
よう支援（県）
関係医療機関における地域連携パ
スの利用促進(県）

急性心筋梗塞の医療体制
区分
機能

発症予防

応急手当・病院前救護

救急医療の機能（急性期）

発症予防の機能

応急手当・病院前救護の機能

救急医療の機能（急性期）

◇ 急性心筋梗塞を疑われる患者
目標

◇急性心筋梗塞の発症予防

への迅速かつ適切な応急処置と
専門的な治療が可能な医療機関
への速やかな搬送

◇ 患者の来院後の速やかな初期治療の開始とともに、30
分以内の専門的な治療の開始
◇ 合併症や再発の予防、在宅復帰のための心臓リハビリ
テーションの実施
◇ 再発予防の定期的専門的検査を実施すること

担い手

地域の医療機関、薬局、保険者、 地域住民、救急救命士等、地域の

急性心筋梗塞の急性期医療を担う医療機関又は有床診療

市町村、保健所

医療機関

所

＜医療機関に求められる事項＞

＜医療機関に求められる事項＞

＜医療機関に求められる事項＞

次に掲げる事項を含め、該当
する医療機関は関係する診療ガ
イドラインに則した診療を実施
していることが求められる。

◇ 速やかな判断と急性期医療機

療ガイドラインに則した診療を実施していることが求め

関への転送
◇ 急性期医療機関での診断と評
価にかかる時間の短縮

られる。
◇ 心電図検査、血液生化学検査、心臓超音波検査、Ｘ線
検査、ＣＴ検査、心臓カテーテル検査、機械的補助循環

◇ 高血圧、脂質異常症、喫煙、
糖尿病等の基礎疾患及び危険

＜関係機関に求められる事項＞

因子の管理が可能であること

■本人または現場に居合わせた者

◇ 初期症状出現時における対

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診

装置等必要な検査及び２４時間対応可能であること
◇ 急性心筋梗塞が疑われる患者について専門的な治療
を行う医師等が 24 時間対応可能であること

に求められる役割

担い手に求められる事項

応について、本人及び家族等

◇ 本人または現場に居合わせた

患者の周囲にいる者に対する

者による発症後速やかな救急搬

教育、啓発を実施すること

送要請

◇ ＳＴ上昇型心筋梗塞の場合、90 分以内に冠動脈造影
検査および適応があれば PCI の開始が可能であること
◇ 呼吸管理、疼痛管理等の全身管理が可能であるこ
と

◇ 初期症状出現時に、急性期

◇ 心肺停止が疑われる者に対し

医療を担う医療機関への受診

て、心肺蘇生法や自動体外式除

◇ ポンプ失調、心破裂等の合併症治療及び冠動脈バイパ

勧奨について指示すること

細動器（ＡＥＤ）の使用による

ス術等の外科的治療が可能であること、あるいはこれら

救命処置

が実施可能な医療機関と常に連携がとられていること

＜関係機関に求められる事項＞

■救急救命士等に求められる役割

◇ 生活習慣病の予防のための

◇ 救急救命士による特定行為を

保健指導
◇ 特定健診等による危険因子
の早期発見及び治療の勧奨
◇ 健康づくり対策の推進

への対応が可能であること
◇ 運動耐容能などに基づいた運動処方により合併症を

含めた応急処置
◇

◇ 電気的除細動、機械的補助循環装置、緊急ペーシング

救急救命士を含む救急隊員

防ぎつつ、運動療法のみならず包括的あるいは多要素リ

は、地域メディカルコントロー

ハビリテーションを実施可能であること

ル協議会によるプロトコール

◇ 抑うつ状態等の対応が可能であること

（活動基準）に即し、薬剤投与

◇ 回復期（あるいは在宅療法）の医療機関と診療情報や

等の特定行為を含めた救急蘇生

治療計画を共有する等して連携していること、またその

法等適切な観察、判断、処置を

一環として再発予防の定期的専門的検査を実施するこ

実施すること

と

◇ 急性期医療を担う医療機関へ
の搬送と搬送にかかる時間の短
縮
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◇ 退院前に、患者及び家族に対し急性心筋梗塞の再発予
防のための教育を行うこと

区分

身体機能を回復させる心臓リハビリテーションを実
施する機能（回復期）

機能

身体機能を回復させる心臓リハビリテーションを実
施する機能（回復期）

再発予防

再発予防の機能
◇ 再発予防治療

◇ 在宅復帰（社会復帰）のための心臓リハビリテー

◇ 危険因子（高血圧症、高脂血症、糖尿病、喫煙等）とな

目標

る基礎疾患及び危険因子の治療、管理

ションの実施

◇ 在宅療養の継続の支援

◇ 在宅等生活の場への復帰支援

◇ 再発予防に必要な知識の教育
担い手

内科及びリハビリテーション科を有する病院又は診
療所

地域の医療機関、薬局、保険者、市町村、保健所

＜医療機関に求められる事項＞

＜医療機関に求められる事項＞
次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係す

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療

る診療ガイドラインに則した診療を実施しているこ

ガイドラインに則した診療を実施していることが求められま

とが求められる。

す。

◇ 再発予防の治療や基礎疾患、危険因子の管理、抑

◇ 再発予防のための治療や基礎疾患、危険因子の管理、抑
うつ状態への対応が可能であること

うつ状態等の対応が可能であること
担い手に求められる事項

◇ 心電図検査、電気的除細動等急性増悪時の対応が

◇ 緊急時の除細動等急性増悪時への対応が可能であること
◇ 合併症併発時や再発時に緊急の内科的、外科的治療が可

可能であること
◇ 合併症併発時や再発時に緊急の内科的、外科的治

能な医療機関と連携していること
◇ 再発予防の定期的専門的検査、合併症併発時や再発時の

療が可能な医療機関と連携していること
◇ 運動耐容能を評価の上で、運動療法、食事療法等

対応を含めた診療情報または治療計画の共有等により、急

の心臓リハビリテーションが実施可能であること

性期の医療機関や介護保険サービス事業所等と連携してい

◇ 急性心筋梗塞の再発や重症不整脈などの発生時
における対応法について、患者及び家族への教育を

ること
◇ 在宅でのリハビリ、再発予防のための管理を医療機関と
訪問看護ステーション、薬局が連携して実施できること

行うこと
◇ 診療情報や治療計画を有する等して急性期の医
療機関及び二次予防の医療機関と連携しているこ

＜関係機関に求められる事項＞

と

◇ 生活習慣病の予防及び治療のための保健指導
◇ 基本健診等による危険因子の早期発見及び治療の勧奨
◇ 健康づくり対策の推進
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