
E 
C

 C
 

 
 
 
 

アメリカ心臓協会 
（American Heart Association） 

 
 
 

ACLS（二次救命処置） 
 

受講前 
自己評価筆記試験 

 
 
 
 
 
 
 

2012 年 6 月 15 日 
 
 
 
 
 
 

© 2012 American Heart Association 
 



2 
 

 
 
2012 ACLS 受講前自己評価筆記試験 
 
 
1. 85 歳の女性が倒れてから 10 分後に救急隊員が到着し，初回の CPR を開始した。モニターでは微細

な（低振幅）VF が確認された。次に取るべき処置はどれか？ 
 

a. 除細動を試みる前に，力強い CPR を 5 分以上行う 
b. 気管チューブを挿入してから除細動を試みる 
c. 患者の反応をモニターで確認しながら，前胸部を 大 3 回叩打する 
d. 除細動器を使用できるように可能な限り迅速に準備しながら，CPR サイクルを開始する 

 
 
2. PEA（無脈性電気活動）の状態にあり，心拍数が 30/分である心停止患者が救急外来に到着した。

CPR は続行され，気管チューブの適切な位置が確認され，静脈路も確保された。次に投与すべき

も適切な薬剤は何か？ 
 

a. 塩化カルシウム 5 mL の 10 ％溶液を静注 
b. アドレナリン 1 mg を静注 
c. アトロピン 1 mg を静注 
d. 重炭酸ナトリウム 1 mEq/kg を静注 

 
 
3. 除細動パドルの代わりに除細動パッドを使用することの利点は何か？ 
 

a.   パッドの方がパドルよりも電気ショックのエネルギーが大きい。 
b.   パッドは電気アークを増加させる。 
c.   パッドの方がより迅速な除細動が可能である。 
d.   パッドにはどの装置にも対応する汎用アダプターが付いている。 
 
 

4. 除細動器の放電を準備している間，どの行動を行うべきか？ 
 

a. 気道を管理している救助者に，除細動を試みる前に迅速に患者に気管挿管するよう促す 
b. ショックによるモニターへの損傷を防止するため，モニターリードを外す  
c. 除細動器の充電中も，胸骨圧迫を継続する 
d. 除細動器の充電中，脈拍をチェックする  

 
 

5. 狭い QRS 幅の上室性頻拍を病歴として持つ女性が救急外来に到着した。女性は意識清明で見当識が

あるが，顔色が青白い。心拍数は 165/分，心電図は上室性頻拍を示している。血圧は 105/70 mm Hg で
ある。静脈路は確保された。初期治療として も適切なものはどれか？ 
 
a. Adenosine 6 mg の急速静注 
b. 迷走神経刺激 
c. 同期電気ショック  
d. アトロピン 1 mg を急速静注 
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6.    心停止の管理において生じやすく，ときに致命的な問題につながる可能性があるのはどれか？ 
 

a. 血管路を確保できない。 
b. 換気なしの状態が長時間続く。 
c. 気管挿管に失敗する。 
d. 胸骨圧迫を長時間中断する。 
 

 
7. 呼吸停止患者に対し，気管挿管後の確認時に，陽圧換気の試行中，心窩部からゴボゴボという音が

聞こえたが，呼吸音は聞こえない。波形表示呼気 CO2 モニターは，ゼロまたはフラットな状態を示
している。次のうち，これらの所見に対する も適切な説明はどれか？ 

 
a. 食道挿管 
b. 左主気管支への挿管 
c. 右主気管支への挿管 
d. 両側緊張性気胸 

 
 

8. 蘇生処置の試行中における薬剤の静注投与について，正しい説明は次のうちどれか？ 
 

a. 3 分以内に静脈路を確保できない場合は，アドレナリンを心腔内投与する。 
b. 末梢静脈からの薬剤静注投与に続いて，輸液をボーラス投与する。 
c. 中心静脈からの薬剤静注投与に続いて，輸液をボーラス投与してはならない。 
d. CPR を続行しつつ，重炭酸ナトリウムを混合した生理食塩液を静注投与する。 
 
 

9. 再発性 VF の病歴を持つ 60 歳の男性が，アドレナリン 1 mg を静注投与し，3 回目のショックを実
施した後，広い QRS 幅の頻拍を呈し，脈拍を触知できなくなった。次に投与すべき も適切な薬剤
は何か？ 

 
a. アミオダロン 300 mg 急速静注 
b. リドカイン 150 mg を急速静注 
c. 5 ％ブドウ糖液 10 mL で希釈した硫酸マグネシウム 3 g を急速静注 
d. プロカインアミドを， 大投与量 17 mg/kg を上限として 20 mg/分で持続静注 

 
 
10. 持続的な VF による心停止患者の治療において，ショックを 2 度実施した後，バソプレシンの静注を 

検討している。バソプレシンの用法についてのガイドラインとして，正しいものは次のうちどれか？ 
 

a. 3～5 分おきにバソプレシン 40 単位を投与する。 
b. バソプレシンはアドレナリンよりも半減期が短い。 
c. 無脈性心停止において，バソプレシンは初回または 2 回目のアドレナリン投与に代えることがで

きる。 
d. 循環血液量減少によるショックに対し， 初に選択する昇圧薬としてバソプレシンを投与する。 

 
 
11. PEA（無脈性電気活動）の原因として，即時の治療に反応する可能性が も高いと思われるものは，

次のうちどれか？ 
 

a. 広範肺塞栓症 
b. 循環血液量減少 
c. 広範囲急性心筋梗塞 
d. 心臓破裂  
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12. 心静止患者に対し，第 1 選択薬として推奨される薬物およびその投与量は？ 
 

a. アトロピン 0.5 mg を静注  
b. アトロピン 3 mg を静注 
c. アドレナリン 1 mg を静注  
d. アドレナリン 3 mg を静注  

  
 
13. 心拍数が 40/分の患者が胸痛を訴えている。患者は混迷しており，パルスオキシメータは室内気での

酸素飽和度 91 ％を示している。酸素投与後，この患者に 初に投与すべき薬剤は何か？ 
 

a. アトロピン 0.5 mg をボーラス静注 
b. アドレナリン 1 mg 急速静注 
c. イソプロテレノールを 2～10 mcg/分で持続静注 
d. Adenosine 6 mg の急速静注 
 

 
14. 気管チューブ挿管，カフの拡張，およびチューブ挿入位置の確認を行った後に実施する換気につい

て，正しく説明しているものは次のうちどれか？ 
 

a. 胸骨圧迫を中断することなく，6～8 秒ごとに 1 回（1 分あたり 8～10 回）の人工呼吸を行う。 
b. 人工呼吸を行うつど，胸の上がりを視認できる範囲で，人工呼吸を可能な限り迅速に行う。 
c. 1 回換気量を 3～5 mL/kg として人工呼吸を行う。 
d. 慢性閉塞性肺疾患を除外できるまで，室内気による換気を実施する。 
 

 
15. 救急外来内の患者が，重度で激しい胸骨下の痛みが 30 分続いていると訴えている。血圧は 110/70 mm 

Hg，心拍数は 58/分であり，モニターは規則的な洞性徐脈を示している。患者にはアスピリン 325 mg 
の経口投与，鼻カニューレによる酸素投与 4 L/分，ニトログリセリン舌下錠 3 錠の 5 分間隔での投

与が行われたが，激しい痛みは依然として解消されない。禁忌がない場合，次に投与すべき薬剤は？ 
 

a. アトロピン 0.5～1 mg を静注 
b. フロセミド 20～40 mg を静注 
c. リドカイン 1～1.5 mg/kg を静注 
d. モルヒネ 2～4 mg を静注 

 
 
16. 急性冠動脈虚血の早期治療において頻繁に使用される薬剤は？ 
 

a. リドカインのボーラス静注  
b. かみ砕き型アスピリン  
c. 経口 ACE 阻害薬 
d. カルシウム拮抗薬の経口投与  
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17. 過度に発汗した，血圧の高い 50 歳の男性が，激しい胸骨下の痛み，および重度の息切れを訴えてい
る。この男性には高血圧の既往歴がある。男性は自宅で低用量アスピリンを 2 錠噛み砕いて摂取し，
現在は酸素投与を受けている。この時点で も適切な治療手順はどれか？ 

 
a. まずモルヒネを投与し，モルヒネで鎮痛効果が得られない場合に限り，続けてニトログリセリンを

投与 
b. ST 上昇が 3 mm を超え，禁忌も存在しない場合に限り，ニトログリセリン投与に続けてモルヒ

ネを投与 
c. まずニトログリセリンを投与し，ニトログリセリンでは鎮痛効果が得られず，禁忌も存在しない

場合に限り，続けてモルヒネを投与 
d. モルヒネは慢性高血圧に対して禁忌であるため，ニトログリセリンだけを投与 
 
 

18. 50 歳の男性が，V2 から V4 誘導で 3 mm の ST 上昇を記録している。ニトログリセリン舌下錠によ

り，胸痛は緩和された。血圧は 130/80 mm Hg で，心拍数は 65/分である。この患者に対し，この

時点で も適切な治療手順はどれか？ 
 

a. カルシウム拮抗薬の静注  
b. 85/分での経皮ペーシング 
c. 経皮的冠動脈インターベンション（PCI） 
d. 血栓溶解薬  
 
 

19. 70 歳の女性が，中等度の頭痛と歩行困難を訴えている。この女性は顔面下垂や不明瞭発語を呈し，右
腕を上げることが困難である。高血圧対策に，「数種類の薬剤」を摂取しているという。この時点で
も適切な処置はどれか？ 

 
a. 救急対応システムに出動を要請。救急指令者に対し，急性くも膜下出血の徴候と症状を示す女性

への支援が必要であることを伝える。 
b. 救急対応システムに出動を要請。救急指令者に対し，脳卒中の徴候と症状を示す女性への支援が

必要であることを伝える。 
c. 救急対応システムに出動を要請。女性にはアスピリン 325 mg を摂取させる。 
d. 自分の車で，女性を 寄りの救急外来まで搬送する。 

 
 
20. 70 歳の女性が頭痛，発語困難，および右手足衰弱を突然発症した。この女性が救急外来に到着後，

45 分以内に実施すべき評価手順はどれか？ 病歴聴取，身体診察，および神経学的評価の後，何を実
施すべきか。 

 
a. 単純頭部 CT 検査，および放射線専門医による判読 
b. 単純頭部 CT 検査。CT 検査による脳卒中の判定が陽性であった場合，血栓溶解療法を開始 
c. 腰椎穿刺（LP）を行い，LP の結果，血液混入が陰性であれば造影頭部 CT 検査を実施 
d. 造影頭部 CT 検査。神経学的徴候の改善が認められた時点で，血栓溶解療法を開始 
 
 

21. アトロピンによる効果が認められない場合，経皮ペーシングに対する適応となるのはどの心リズムか？ 
 

a. 無症候性の洞性徐脈 
b. 低血圧およびショック症状を伴う正常な洞調律 
c. 息切れを伴う完全房室ブロック 
d. 6 回以上の除細動ショック実施後に発症した心静止 
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22. 院外心静止の原因として，治療に反応する可能性が も高いと思われるものは次のうちどれか？ 
 

a. 心停止の遷延 
b. 温水での長時間の溺水 
c. 薬剤の過剰投与 
d. 鈍的多臓器外傷 

 
 
23. 僧帽弁逸脱症の既往歴を持つ 34 歳の女性が，動悸を訴えて救急外来に搬送された。この女性のバイ

タルサインは，心拍数 165/分，呼吸数 14/分，血圧 118/92 mm Hg，および室内気での酸素飽和度が 
98 ％であった。肺音は正常であり，息切れや労作時呼吸困難はないとのことである。心電図および

モニターでは，規則的な狭い QRS 幅の頻拍が確認された。この女性の病態を表す 適な用語は？ 
 

a. 安定した上室性頻拍 
b. 不安定な上室性頻拍 
c. 臨床状態に対して妥当な心拍数 
d. 心血管機能不良に起因する頻拍 

 
 
24. 75 歳の男性が，立ちくらみ，動悸，および軽度の運動不耐性が 1 週間ほど続くといった病歴を訴え

て，救急外来に搬送された。 初の 12 誘導心電図では心房細動が確認され，その後も 120～150/
分の不規則な心拍数，血圧 100/70 mm Hg の状態でモニターに表示され続けている。次の介入とし

て も適切な療法は？ 
 

a. 鎮静薬および鎮痛薬を投与してから，ただちに同期電気ショックを実施 
b. リドカイン 1～1.5 mg/kg をボーラス静注 
c. アミオダロン 300 mg をボーラス静注 
d. 専門医への相談 
 
 

25. 不安定な頻拍を示す 48 歳の女性に対し，同期電気ショックの実施を準備している。モニター／  
除細動器は同期モードである。患者は突如，反応および脈拍がなくなり，心リズムは不規則で無秩

序な，VF 様パターンに変化した。200 J に充電し，［ショック］ボタンを押したところ，除細動器

によるショックが行われなかった。なぜか？ 
 

a. 除細動器／モニターのバッテリーに不具合が生じた。 
b. 同期スイッチに不具合が生じた。 
c. 同期モードでは，VF に対してショックを行うことはできない。 
d. モニターリードが外れたため，疑似 VF 心リズムが生じた。 
 

 
26. バソプレシンは，以下のどの心リズムに対して推奨されるか？ 
 

a. 上室性頻拍 
b. 2 度房室ブロック  
c. PEA（無脈性電気活動） 
d. 脈拍のある，単形性で広い QRS 幅の頻拍 
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27. 脈拍のない患者に対し，胸骨圧迫，および効果的なバッグマスク換気が行われている。心電図は，

30/分のペースの洞性徐脈を示している。次に実施すべき処置は？ 
 

a. アトロピン 1 mg を静注投与 
b. 経皮ペーシングを約 60 回/分のレートで開始 
c. 15～20 mcg/kg/分でドパミン持続静注を開始 
d. アドレナリン 1 mg を静注投与 

 
 
28. 以下の患者は，急性期虚血性脳卒中と診断された。静注による血栓溶解療法の適応となるのはどの

患者か？ 
 
a. 一人暮らしをしており，反応のない状態で隣人に発見された 73 歳の女性 
b. 発症から約 5 時間後に搬送された 65 歳の男性 
c. 発症から 1 時間後に搬送された 62 歳の女性 
d. 発症の 1 週間前に出血性潰瘍と診断された 58 歳の男性 
 
 

29. 救急外来に搬送された 25 歳の女性が，上室性頻拍を再度発症したと報告してきた。この女性は電気

生理学的検査（EPS）を受けた経歴があるが，これによってリエントリー性頻拍が確認され，WPW 
症候群や早期興奮性頻拍は認められなかった。心拍数は 180/分である。女性は動悸，および軽度の

息切れを訴えている。頸動脈洞マッサージによる迷走神経刺激では，心拍数や心リズムに対する効

果は得られなかった。次の介入として も適切なものはどれか？ 
 

a. 同期電気ショック 
b. ジルチアゼム静注 
c. プロプラノロール静注 
d. Adenosine 静注 

 
 
30. 心拍数が 30～40/分の患者が，めまい，四肢の冷感と冷汗，および呼吸困難を訴えている。すべての 

治療手段は用意されている。何を 初に実施すべきか？ 
 

a. アトロピン 0.5 mg をボーラス静注 
b. アドレナリン 1 mg をボーラス静注 
c. ドパミン 2～10 mcg/分の持続静注を開始  
d. ただちに経皮ペーシングを開始し，可能であれば患者の鎮静を行う 
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以下の心リズムを特定せよ。 
 
31.  

 

 心房細動 

 心房粗動 

 正常な洞調律 

 単形性心室頻拍 

 多形性心室頻拍 

 リエントリー性上室性頻拍 
 

 2 度房室ブロック 

 洞性徐脈 

 洞性頻脈 

 3 度房室ブロック 

 心室細動 

 
 
32. 

 

 心房細動 

 心房粗動 

 正常な洞調律 

 単形性心室頻拍 

 多形性心室頻拍 

 リエントリー性上室性頻拍 
 

 2 度房室ブロック 

 洞性徐脈 

 洞性頻脈 

 3 度房室ブロック 

 心室細動 
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33. 

 心房細動 

 心房粗動 

 正常な洞調律 

 単形性心室頻拍 

 多形性心室頻拍 

 リエントリー性上室性頻拍 
 

 2 度房室ブロック 

 洞性徐脈 

 洞性頻脈 

 3 度房室ブロック 

 心室細動 

 
 
34. 

 

 心房細動 

 心房粗動 

 正常な洞調律 

 単形性心室頻拍 

 多形性心室頻拍 

 リエントリー性上室性頻拍 
 

 2 度房室ブロック 

 洞性徐脈 

 洞性頻脈 

 3 度房室ブロック 

 心室細動 
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35. 

 

 心房細動 

 心房粗動 

 正常な洞調律 

 単形性心室頻拍 

 多形性心室頻拍 

 リエントリー性上室性頻拍 
 

 2 度房室ブロック 

 洞性徐脈 

 洞性頻脈 

 3 度房室ブロック 

 心室細動 

 
 
36. 

 心房細動 

 心房粗動 

 正常な洞調律 

 単形性心室頻拍 

 多形性心室頻拍 

 リエントリー性上室性頻拍 
 

 2 度房室ブロック 

 洞性徐脈 

 洞性頻脈 

 3 度房室ブロック 

 心室細動 
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37. 
 

 

 心房細動 

 心房粗動 

 正常な洞調律 

 単形性心室頻拍 

 多形性心室頻拍 

 リエントリー性上室性頻拍 
 

 2 度房室ブロック 

 洞性徐脈 

 洞性頻脈 

 3 度房室ブロック 

 心室細動 

 
 
 
38. 

 

 心房細動 

 心房粗動 

 正常な洞調律 

 単形性心室頻拍 

 多形性心室頻拍 

 リエントリー性上室性頻拍 
 

 2 度房室ブロック 

 洞性徐脈 

 洞性頻脈 

 3 度房室ブロック 

 心室細動 
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39. 

 

 心房細動 

 心房粗動 

 正常な洞調律 

 単形性心室頻拍 

 多形性心室頻拍 

 リエントリー性上室性頻拍 
 

 2 度房室ブロック 

 洞性徐脈 

 洞性頻脈 

 3 度房室ブロック 

 心室細動 

 
 
40. 

 心房細動 

 心房粗動 

 正常な洞調律 

 単形性心室頻拍 

 多形性心室頻拍 

 リエントリー性上室性頻拍 
 

 2 度房室ブロック 

 洞性徐脈 

 洞性頻脈 

 3 度房室ブロック 

 心室細動 
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2012 ACLS 受講前自己評価筆記試験 
解答集 
 
1. d [『ACLS プロバイダーマニュアル』p57「ショックが先か CPR が先か」，p62「胸骨圧迫の 小限

の中断」を参照] 
 
2. b [『ACLS プロバイダーマニュアル』p65「ショックと血管収縮薬」（ボックス 6）を参照] 
 
3. c [『ACLS プロバイダーマニュアル』p57「基本事項：AED 電極パッドの代替の装着位置」を参照] 
 
4. c [『ACLS プロバイダーマニュアル』p57「FYI ガイドライン 2010：ショックと CPR の連携」を参照] 
 
5. b [『ACLS プロバイダーマニュアル』p129「狭い QRS 幅の規則的なリズム」（ボックス 7）を参照] 
 
6. d [『ACLS プロバイダーマニュアル』p64「基本事項：パドル／パッド」を参照] 
 
7. a [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「Advanced Airway Management」を参照] 
 
8. b [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「General IV Principles」を参照] 
 
9. a [『ACLS プロバイダーマニュアル』p65～66「ショックと抗不整脈薬」（ボックス 8）を参照] 
 
10. c [『ACLS プロバイダーマニュアル』p65「ショックと血管収縮薬」（ボックス 6）を参照] 
 
11. b [『ACLS プロバイダーマニュアル』p83～84 表 3「循環血液量減少」を参照] 
 
12. c [『ACLS プロバイダーマニュアル』p88「血管収縮薬の投与」（ボックス 10）を参照] 
 
13. a [『ACLS プロバイダーマニュアル』p111「治療手順：アトロピン」を参照] 
 
14. a [『ACLS プロバイダーマニュアル』p48「基本事項：高度な気道確保器具が挿入された状態での CPR 
の人工呼吸」を参照] 
 
15. d [『ACLS プロバイダーマニュアル』p97～98「酸素と薬剤の投与」を参照] 
 
16. b [『ACLS プロバイダーマニュアル』p96「出動による開始」，p97「酸素と薬剤の投与」を参照] 
 
17. c [『ACLS プロバイダーマニュアル』p97～98「酸素と薬剤の投与」を参照] 
 
18. c [『ACLS プロバイダーマニュアル』p101「早期の再灌流療法」，p102～103「PCI の利用」を参照] 
 
19. b [『ACLS プロバイダーマニュアル』p135「警告徴候と症状」，p136「119 番への即時通報」を参照] 
 
20. a [『ACLS プロバイダーマニュアル』p141～145「CT 検査：出血の有無」（ボックス 5）を参照] 
 
21. c [『ACLS プロバイダーマニュアル』p111「治療手順：ペーシング」を参照] 
 
22. c [『ACLS プロバイダーマニュアル』p87「エンドポイントとしての心静止」，p90「蘇生処置の実施

時間」を参照] 
 
23. a [『ACLS プロバイダーマニュアル』p128「判断ポイント：安定しているか不安定か」（ボックス 3）を
参照] 
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24. d [『ACLS プロバイダーマニュアル』p128「広い QRS 幅（broad-complex）の頻拍」（ボックス 6）を

参照] 
 
25. c [『ACLS プロバイダーマニュアル』p123「使用法」を参照] 
 
26. c [『ACLS プロバイダーマニュアル』p78「PEA 向けの薬剤」，p81「血管収縮薬の投与」（ボックス 10）を
参照] 
 
27. d [『ACLS プロバイダーマニュアル』p81「血管収縮薬の投与」（ボックス 10）を参照] 
 
28. c [『ACLS プロバイダーマニュアル』p133「脳卒中治療の目標」，p135「重要な意味を持つ時間」を

参照] 
 
29. d [『ACLS プロバイダーマニュアル』p129「狭い QRS 幅の規則的なリズム」（ボックス 7）を参照] 
 
30. a [『ACLS プロバイダーマニュアル』p110～111「治療手順の要約」（ボックス 5）を参照] 
 
31. 正常な洞調律 [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「Nonarrest Rhythms」を参照]
 
32. 2 度房室ブロック [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「Nonarrest Rhythms」を参照] 
 
33. 洞性徐脈 [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「Nonarrest Rhythms」を参照]
  
34. 心房粗動 [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「Nonarrest Rhythms」を参照] 
 
35. リエントリー性上室性頻拍 [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「Nonarrest Rhythms」を参照] 
 
36. 3 度房室ブロック [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「Nonarrest Rhythms」を参照] 
 
37. 心房細動 [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「Nonarrest Rhythms」を参照]
 
38. 単形性心室頻拍 [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「Nonarrest Rhythms」を参照]
  
39. 多形性心室頻拍 [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「Nonarrest Rhythms」を参照] 
 
40. 心室細動 [ACLS 受講者用 Web サイト，補足用教材「Core Arrest Rhythms」を参照] 
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