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研究要旨 
【背景および目的】 

本研究の目的は、湘南地区メディカルコントロール協議会（以下：湘南 MC）で適用し

ている「重症度判断 Grade 分類」（以下：Grade 分類）の重症度判定としての精度を検証

し、その妥当性を明らかにすることである。 
【方法】 

平成 28 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの間に、湘南 MC 管内で発生し医療機関に搬送

されたすべての外傷症例のうち 11,668 例を本研究の対象とした。医療機関到着時の重症

度で「軽症・中等症」と「重症または重篤・死亡」の 2 群に分け、それぞれの特徴を比較

した。さらに「医療機関到着時の重症度」を目的変数、「年齢」、「性別」、「救急隊現着時

GCS」、「救急隊現着時収縮期血圧」、「救急隊現着時呼吸数」、「ロード&ゴー（以下：L&G）

適応」、「Grade 分類（軽症 Grade 分類と重症 Grade 分類の 2 分類）」を説明変数として

多変量解析を行った。また上記の「L&G 適応」までを説明変数としたロジスティック回

帰モデル（=Base model）と、それに「Grade 分類」を加えたモデル（=Grade model）
を作成し、両者の識別能の比較および予測能の改善を検討した。 

【結果】 
重症度分類の「軽症・中等症」群が 11,271 人、「重症または重篤・死亡」群が 397 人で

あった。2 群間で性別、バイタルサイン、L&G 適応および Grade 分類の各項目について

いずれも有意差がみられた。「医療機関到着時の重症度」を目的変数とした多変量解析で

は、年齢、性別（男性）、救急隊接触時のバイタルサインの悪化（GCS、収縮期血圧、呼

吸数）、L&G 適応、重症 Grade 群であることは、いずれも「重症または重篤・死亡」の

有意な危険因子であった。特に L&G 適応については、Odds 比が 20.05 と高値であった。

ロジスティック回帰モデルの比較では、AUC-ROC が Base model で 0.773、Grade model
で 0.778 とわずかに識別能の上昇がみられた。また両モデル間の尤度比検定では p=0.017
と Grade 分類を加えた際の予測能は有意に改善していた。 

【考察】 
「医療機関到着時の重症度」を目的変数とした多変量解析では、いずれの説明変数も「重

症または重篤・死亡」群の有意な危険因子であったが、特に L&G 適応は大きな影響を与

える因子であった。また重症度判定として L&G 適応に Grade 分類を加えることで識別能

および予測能はわずかに改善していたが、現状を考慮するとその臨床的意義はそれほど大

きくないと考えられた。今後はさらに医療機関から、生命予後や入院適応、TRISS score
などの詳細な傷病者情報を得てさらに分析を進めていく必要がある。 

【結語】 
Grade 分類について地域網羅的調査によりその精度を検証した。L&G 適応に加えて

Grade 分類を考慮することで重症度の識別能および予測能はわずかに改善していたが、そ

の臨床的意義はそれほど大きくないと考えられた。今後はさらに詳細な転帰を調査するこ

とにより、その精度をさらに検証する予定である。 
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1. 研究の背景および目的 
本邦では防ぎえる外傷死（preventable trauma death: PTD）の回避のために、病院

前救護にかかわるすべての人々が取得すべき知識と体得すべき技能が盛り込まれた活動

指針として JPTEC（Japan Prehospital Trauma Evaluation and Care）1)が策定されて

いる。 
湘南 MC では、2004 年より JPTEC に準拠した外傷プロトコールを策定し、実践する

ための指針として「外傷救急活動ガイドライン」（添付資料 1）を作成した。本ガイドラ

インは外傷プロトコール 1（「外傷救急活動の手順」）、外傷プロトコール 2（「重症度判

断 Grade 分類」）、外傷プロトコール 3（「重症度判断に基づく対応方法」）を基本として、

救急隊員が外傷現場および搬送中に適切かつ迅速に外傷救急活動を実践する指針を示し

たものである。 
その中で独自の病院前外傷重症度判断の指標として定義された Grade 分類について、

実際に重症度スケールとして妥当であるかどうかの検討は今までなされていない。本研

究の目的は湘南 MC 管内で発生したすべての外傷症例について、Grade 分類と病院到着

後の重症度を比較することによりその重症度判定の精度を検証し、病院前救護における

外傷重症度スケールとしての Grade 分類の妥当性を明らかにすることである。 
 
 

2. 研究方法 
A) 対象および調査方法 

平成 28 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの 6 か月間に、湘南 MC（14 消防本部、22
市町村、人口およそ 204 万人）管内で発生し医療機関に搬送されたすべての外傷症

例を本研究に用いた。全症例数は 11,757 例であり、そのうちデータの詳細が不明な

12例および救急隊接触時心肺停止の 77例を除いた 11,668例を本研究の対象とした。

上記期間終了後に下記詳細項目について後方視的に搬送表から抽出し、データを収集

した。 
救急隊所属、救急救命士同乗の有無、出場番号、事故種別、傷病者の性別、年齢、

傷病発生日時、覚知・現着・現発・病着時刻、現着時の意識レベル（JCS・GCS）
およびバイタルサイン（血圧・呼吸数・脈拍数）、Grade 分類、Grade1 に該当す

る生理・解剖学的異常、Grade2 に該当する受傷機転・基礎疾患、L&G 適応、病

着直前の意識レベル（JCS・GCS）およびバイタルサイン（血圧・呼吸数・脈拍

数）、搬送先医療機関名、医療機関到着時の重症度（軽症・中等症・重症または

重篤・死亡） 
※ 「医療機関到着時の重症度」は、消防庁の統計 2)に使用されている傷病程度

の定義より引用した。表 1 にその傷病程度の定義を示す。 
 



- 3 - 
 

B) 対象の概要 
本研究の対象となった 11,668 例について、医療機関到着時の重症度で「軽症・中

等症」と「重症または重篤・死亡」の 2 群に分け、それぞれの「年齢」、「性別」、「救

急隊現着時 GCS」、「救急隊現着時収縮期血圧」、「救急隊現着時呼吸数」、「L&G 適応」、

「Grade 分類」を対象の概要として示した。Grade 分類については、Grade1 および

2 を「重症 Grade 群」、Grade3 を「軽症 Grade 群」として 2 群に分けて評価した。 
 

C) 「重症または重篤・死亡」に対する危険因子の解析 
一般化線形モデルを用い「医療機関到着時の重症度」（0：「軽症・中等症」、1：「重

症・重篤・死亡」）を目的変数、「年齢」、「性別」、「救急隊現着時 GCS」、「救急隊現

着時収縮期血圧」、「救急隊現着時呼吸数」、「L&G 適応」、「Grade 分類（重症 Grade
群、軽症 Grade 群）」を説明変数として多変量解析を行った。 
 

D) 識別能、予測能の比較検討および解析 
 目的変数を「医療機関到着時の重症度（「軽症・中等症」、「重症または重篤・死亡」）」、

説明変数を「年齢」、「性別」、「救急隊現着時 GCS」、「救急隊現着時収縮期血圧」、「救

急隊現着時呼吸数」、「L&G 適応」としたロジスティック回帰モデル（＝Base model）、
と、それに「Grade 分類」を加えたモデル（＝Grade model）をそれぞれ作成し、

ROC 曲線を描出、AUC-ROC によりその識別能を比較した。また両モデル間の尤度

比検定（Chi-square）により Grade model で予測能が改善しているかを検討した。 
 

E) 統計処理 
統計解析には IBM SPSS Statistics-Ver.23 および R-ver3.3.2 を用いた。対象の概

要は p 値を示し、p<0.05 のパラメーターは p 値に下線を引いて示した。また多変量

解析の結果は、各パラメーターの p 値および Odds 比とその 95%信頼区間を示し、

p<0.05 のパラメーターは p 値およびオッズ比に下線を引いて示した。 
 

F) 倫理的配慮 
本研究は東海大学臨床研究審査委員会の承認（受付番号：16R146）を得た上で、

データ収集および解析を実施した。また各々のデータは匿名化したうえで集積し、研

究代表者によって厳重に管理した。 
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3. 研究結果 
A) 対象の概要 

対象の概要を表 2 に示す。重症度分類で「軽症・中等症」群が 11,271 人、「重症ま

たは重篤・死亡」群が 397 人であった。「重症または重篤・死亡」群で有意に男性の

割合が高く、高齢であった。また救急隊現着時のバイタルサインは、「重症または重

篤・死亡」群の方が GCS および収縮期血圧が有意に低く、呼吸数は有意に高くなっ

ていた。L&G 適応については、「軽症・中等症」群では 158 人と同群の中のわずか

1.4%にとどまったが、「重症または重篤・死亡」群では 146 人と同群のうち 36.8%を

占めていた。Grade 分類で重症 Grade 群に分類されたものは、「軽症・中等症」群で

4,476 人（39.7％）、「重症または重篤・死亡」群で 274 人（69.0％）であった。L&G
適応および重症 Grade 群は、いずれも「重症または重篤・死亡」群で有意に多かっ

た。 
 

B) 「重症または重篤・死亡」に対する危険因子の解析 
 「医療機関到着時の重症度」（0：「軽症・中等症」、1：「重症または重篤・死亡」）

を目的変数に多変量解析を行った結果を表 3 に示す。年齢、性別（男性）、救急隊接

触時のバイタルサインの悪化（GCS、収縮期血圧、呼吸数）、L&G 適応、重症 Grade
群であることは、いずれも「重症または重篤・死亡」の有意な危険因子であった。特

に L&G 適応については、Odds 比が 20.05 と高値であった。 
 

C) 識別能の比較検討および予測能の解析 
Base model と Grade model について、それぞれ ROC 曲線を描出したものを図 1

に示す。Base model よりも Grade model の方がわずかに上であり、AUC-ROC では

Base model で 0.773、Grade model で 0.778 と識別能の上昇がみられた。また尤度

比検定では p=0.017 と Grade 分類を加えた際の予測能は有意に改善していた。 
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4. 考察 
 外傷傷病者がその地域内でいつ何時でも標準的な治療が受けられるように体制を整備

することは、当該メディカルコントロール協議会の責務である 3)。本邦では標準的な病

院前外傷診療プロトコールとして JPTEC が策定されており、湘南 MC でも病院前診療

に携わる救急隊員を中心に広く浸透している。その中でも定められているように、「L&G
適応」を考慮しつつ活動することは、迅速かつ適正な医療機関への搬送のための重症度・

緊急度の決定に有用であることが知られている 4-5)。またそれ以外にも、現在までに病院

前外傷トリアージの方法として様々な方法が提唱されており 6-8)、その精度についても検

証がなされている 9-10)。本研究では「L&G 適応」に加えて、湘南 MC が指針として示し

ている「Grade 分類」を考慮することで、さらに精度の高い病院前重症度評価が可能で

あるかを後方視的に検討した。 
 「軽症・中等症」群と「重症または重篤・死亡」群を比較すると、性別、年齢、救急

隊現着時バイタルサイン（GCS、収縮期血圧、呼吸数）、L&G 適応、Grade 分類でいず

れも有意差がみられていた。特に高齢であることや各バイタルサインの悪化が「重症ま

たは重篤・死亡」群で有意に悪かったことは当然の結果といえる。 
「医療機関到着時の重症度」を目的変数とした多変量解析では、いずれの説明変数も

「重症または重篤・死亡」群の有意な危険因子であった。特に L&G 適応は Odds 比が

高く、「医療機関到着時の重症度」に大きな影響を与える因子であることがわかった。

L&G適応が実際に重症度評価の指標として JPTECを通して広く浸透していることは妥

当であるといえる。それに対して Grade 分類は有意な危険因子ではあるものの、Odds
比としては 1.374 と L&G 適応に比べると低値であった。よって Grade 分類は L&G 適

応にとってかわるものではなく、あくまで L&G 適応を考慮した上で、さらに精度を上

げるための指標として有用かどうかを検討するべきである。 
図 1 からは Base model と Grade model の ROC 曲線はほぼ重なっており、AUC-ROC

も 0.773 から 0.778 とその識別能はわずかしか上昇していなかった。しかしそれぞれの

model の尤度比検定では 0.017 と有意差があり、重症度判定として L&G 適応に Grade
分類を加えることで予測能は改善することがわかった。これらの結果からは、重症度評

価としては L&G 適応を基本とし、精度向上のために Grade 分類を加えることを考慮し

てもよいといえる。 
 しかし現状では、湘南 MC 管内の救急救命士は L&G 適応を十分に理解することに加

え、同地区のみで使用される Grade 分類についても学習しなければならない。加えて受

け手側の医療機関の医師・看護師にも十分な周知が必要なはずであるが、一部の MC に

関わる医療従事者以外には、Grade 分類はほとんど知られていないのが実情である。こ

ういった救急救命士の理解および医療機関へ周知するための労力を考慮すると、Grade
分類の臨床的意義はそれほど大きくないと考えられる。 
 本研究の限界のひとつとして、アウトカムとして設定した「医療機関到着時の重症度」

は来院時に医師が判定する重症度であり、その予後を含めた傷病者の正確な状態を反映
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していないことが挙げられる。病院到着後の詳細な情報を、搬送先である中小病院を含

めたすべての病院から得ることは現実的には不可能である。本研究では「搬送された全

ての外傷症例」を研究に含めることを目標としたため、消防機関からの情報として得ら

れた「医療機関到着時の重症度」をアウトカムとして設定した。今後はその中でも特に

外傷症例が多く搬送された医療機関から、生命予後や入院適応、TRISS score などの詳

細な傷病者情報を得てさらに分析を進めていく予定である。 
 もうひとつの限界としては、本研究があくまで湘南地区の症例のみで検討されている

ことである。ただし救急医療そのものが地域ごとの医療資源に基づいた総合的な評価を

基に構築されるべきものであり、外傷診療も当然これに含まれる。本研究と同様の検討

は本邦のみでなく世界各地で行われているが 5,11-12)、今後も各地域の実情に合わせたプ

ロトコールを策定するために検討を重ねることが必要である。 
 
 

5. 結語 
Grade 分類について地域網羅的調査によりその精度を検証した。L&G 適応に加えて

Grade 分類を考慮することで重症度の識別能および予測能はわずかに改善していたが、

その臨床的意義はそれほど大きくないと考えられた。今後はさらに詳細な転帰を調査す

ることにより、その精度をさらに検証する予定である。 
 
 

尚、この研究は一般財団法人救急振興財団の「救急に関する調査研究事業助成」を受け

て行ったものである。 
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表 1：傷病程度の定義 
死亡 初診時において死亡が確認されたもの 
重症 傷病程度が 3 週間以上の入院加療を必要とするもの 
中等症 傷病程度が重症または軽症以外のもの 
軽症 傷病程度が入院加療を必要としないもの 

その他 
医師の診断がないもの及び傷病程度が判明しないもの 
もしくはその他の場所に搬送したもの 

※ 湘南 MC では「軽症・中等症・重症・重篤・死亡」の 5 段階に分けて分類しているが、本研究では

消防庁の定義に合わせて「重篤」は「重症」に含めた。 
 
表 2：対象の概要 

 軽症・中等症 
(11,271 人) 

重症または重篤・死亡 
(397 人) 

p 値 

年齢 (歳) 51.3±28.2 59.1±24.1 0.000 
性別：男性 6,362 (56.4%) 247 (62.2%) 0.023 
GCS 14.8±0.8 12.9±3.7 0.000 
収縮期血圧 (mmHg) 141.1±28.8 137.1±35.2 0.029 
呼吸数 (/min) 20.5±4.4 21.7±5.3 0.000 
L&G 適応 158 (1.4%) 146 (36.8%) 0.000 
Grade 分類：重症 Grade 群 4,476 (39.7%) 274 (69.0%) 0.000 

Chi-square test、Mann-Whitney test 
※ 年齢・GCS・収縮期血圧・呼吸数は平均±SD で、性別(男性)・L&G 適応・Grade 分類は全体の人

数における該当数および百分率を示した。 
 
表 3：「重症または重篤・死亡」に対する危険因子の解析 

 
 

p 値 Odds 比 
95%CI 

下限 上限 
 年齢 0.000 1.018 1.013 1.023 

性別 
女 (REF)  1   
男 0.027 1.237 1.030 1.400 

救急隊 
現着時 

GCS 
収縮期血圧 
呼吸数 

0.000 
0.000 
0.015 

0.816 
0.993 
1.031 

0.774 
0.989 
1.006 

0.860 
0.997 
1.056 

L&G 
非 L&G 適応 (REF)  1   
L&G 適応 0.000 20.05 14.162 28.373 

Grade分類 
軽症 Grade 群(REF)  1   
重症 Grade 群 0.017 1.374 1.057 1.784 

※ 一般化線形モデルを用いた多変量解析 （下線：p＜0.05） 
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図 1：Base model と Grade model の ROC 曲線 

 
※ 青線は Base model、赤線は Grade model を示す。また各モデルの AUC-ROC も併せ

て示す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青:Base model 
 AUC-ROC=0.773 

赤:Grade model 
 AUC-ROC=0.778 
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