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研究課題

： 「学校内における簡易型蘇生人形を用いた心肺蘇生法教育の効果」

研究背景：わが国では心肺停止患者の 65％は家庭内で発生しており、子どもが親や祖父母に対して、心肺蘇生を
実施する可能性が高い。学童期よりBLSが実施できることにより、蘇生率が高まることが期待できる。それゆえ、欧
米ではより確実なBLSの普及のため、学校教育の中で段階的にBLS教育がとり込まれている。
一方、わが国では平成 14 年に小中高等学校の学習指導要綱が改訂され、CPR を含めた BLS 教育が大幅に盛り
込まれた。しかし、平成 15 年での検討では東京都の全小中高等学校の 1％も学校教育の中で BLS 教育が実施さ
れていない。 昨年度の我々の研究では、生徒への BLS 教育は学習指導要綱に示されているにも関わらず、十分
実施できていない理由は 1）学校内での BLS 指導者の不在、2）学習教材の不足、3）教員のモチベーション低下な
どがあることが判明した。
研究目的：平成１８－２０年度にかけて行われた本研究の目的は国民すべてを確実なバイスタンダーとするべく、
その方策として学校における心肺蘇生法教育の現状を調査するとともに、本研究で提案した小中学校への 90 分
BLS教育プログラムを実践し効果を確認することである。
方法：１８－２０年度で４つの研究を実施した。 1）関東都心部 4 都県におけるBLS教育の現状調査、2）１８年に開
発した 90 分の学校用BLS教育をさらに拡大し、小学校・中学校・高校生約３０００名に実施した結果。とくに心肺蘇
生法の知識と技術取得、倫理的な問題に対する変化、3）学校用BLS教育を行った後に同校の教員からのアンケー
ト調査 ４）新たに開発した小型個人用AEDトレーナーの効果の検討
結果：１）学校教育の中で一次救命処置（BLS）教育は 95％以上の学校で必要と感じながらも、東京・埼玉・千葉・
神奈川においても６０％近い学校で実施されていなかった。その理由は学校内での指導者の不在や学習教材の不
足などであった。２）3000 名の小学校および中学校の授業時間において簡易型蘇生人形を用いて一次救命処置教
育を実施した結果、技能面では「人工呼吸」の習得が十分でないものの、それ以外「反応の確認」、「応援要請」、
「気道確保」「胸骨圧迫」「AED操作」は十分習得できた。種々の報告においても、成人にあっても簡易型蘇生人形
では正しく人工呼吸の技能を得ることはできていない。この傾向は本研究においても同様であり、教材に用いた人
形の欠点であるといえる。３）学校用BLS教育を行った後に同校の教員、あるいは教員研修会（4 回実施）で得られ
たアンケ―トでは、92％以上の教員が本指導法の効果を認めており、本教育法ならば自分でも指導出来ると考え
た教員が 92％を占めた。100％の先生が学校内でのBLS指導は必要と考えており、また自分の学校への教育へ導
入したいはという意見は 95％に認められた。４）小型AEDトレーナーは個人用人形を使用するコースでは相性がよ
く、極めて有用であった。
考察：学校においてのBLS教育の現状は十分ではなく今後、さらに改善する余地があることが判明した。90分間の
BLS授業でも小学校、中学、高校生にBLSスキルは十分なレベルの実技を行うまで学習可能であることが判明し
た。さらにスキルのみではなく、人の命を助けるという人につくす気持ちを芽生えさせることがわかった。学校の教員
の意見でも、簡易で生徒一人一人に教材を用いることのできる本学校用BLS指導法は効果的であり、我が国のバ
イスタンダーCPR実施率を100％にするための方策として極めて効率のよい方法と考えられた。
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A. 研究の背景

の学習指導要綱が改訂され、CPR を含めた BLS

学校管理下の災害は 2007 年では年約 135 万

教育が大幅に盛り込まれた。しかし、平成 15 年

人で、死亡事故については年間約 130 件発生し

の調査でも東京都の小中高等学校の現状では

ている。（独立行政法人日本スポーツ振興センタ

学校教育の中で BLS 教育は十分に実施されて

ー統計より）。

いない 3)。

このように学童においては、不慮の事故が多

昨年の我々の研究で生徒への BLS 教育は学

く心原性心停止以外が突然死の原因としてあげ

習指導要綱に示されているにも関わらず、十分

られるが、小中学生の心臓振盪の発生など AED

実施できていない理由は学校内でのインストラ

は学校内のリスクマネージメントの観点からも

クター不在、学習教材の不足、などがある。その

小・中・高校内に必ず設置されなければならない。

ため授業としては十分に普及されてこなかった。

心肺停止時の心室細動には自動体外式除細動

また、ＡＥＤが普及してきても、生徒に対してＢ

器（Automated External defibrillator 以下 AED と

ＬＳ教育は実施されていないことが判明した。ＢＬ

記載）による除細動が最も有効な治療手段であ

Ｓ教育普及の阻害要因を調査したところ、前年

り、AED による処置が 1 分遅れるごとに救命率

の結果と同様に１）教材の不足 ２）指導方法の

は 7～10％減少する。よって、心肺停止患者を

周知不足 ３）教員へのモチベーションの低下が

救命するためには、バイスタンダーによる CPR

トップ３であった。

の実施が不可欠であり、小学生まで BLS 教育を
広く普及させて行く必要がある。

このように、学校におけるＢＬＳ教育は学習指
導要項に記載されているにも関わらず、十分で

欧米では、一般市民だけではなく、学校教育

はなく、適切な学習教材の不足や指導者が存在

の中で段階的に BLS 教育が行なわれている。そ

しないことも認められ、さらに教育方法を改善す

れは、心肺停止患者全体の 70～80％は家庭内

る余地があることが判明した。

で発生していることや、青少年期の死因の多く
が BLS の実施で回避できるからである。
一方、わが国では平成 14 年に小中高等学校

このように、低学年からのＢＬＳ教育はより多く
の国民が確実なバイスタンダーとなるために必
要な教育であると考える。

Ｂ．研究目的
本研究の目的は小中高校の BLS 教育の現状
を調査するとともに授業時間に適合した BLS 教
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育を開発しその効果を検討すること。

C．研究方法
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限
目

1）学校の BLS 教育の現状調査
平成１８・１９年度には関東都心部 4 都県の私

9：40～9：50

ケートを実施、BLS 教育の現状調査を実施した。

１８年の研究で開発した 90 分の学校用 BLS
教育をさらに拡大し２０年までに、３０００名を超

簡易型人形の準備
休憩

立・公立の小学校・中学校・高校 7225 校にアン

2）学校内 BLS 教育のパイロット的実施

内容

２ 9：50～10：05
時
限 10：05～10：
15
目
10：15～10：
30

1
0

心肺蘇生法と AED の使用法
の展示

1
5

簡易型人形を使用しての心肺
蘇生法

1
0

AED を使用してのシナリオス
テーション

1
5

ポストテスト・救命に対するアン
ケート

表１ BLS 教育 授業カリキュラム

える生徒に実施した。とくに心肺蘇生法の知識と
技術取得、倫理的な問題に対する変化を検討し
た。内訳は小学生 3・4 年 250 名、小学 5・6 年生
450 名、中学生 1240 名、高校生 1000 人、合計
3000 名に対し心肺蘇生法を授業時間内で実施
した。今回の対象となる小学生・中高校学生は
いずれも本講義を受ける前に心肺蘇生法につい
て一度も講義・手技などを受講したことがないも
のを選択した。
インストラククターは学生 20 名に対して、医師
または救急救命士などのＡＨＡあるいはそれに

授業時間は 1 時限 45 分または 50 分間を用い
た。計 2 時限分 90 分間である。1 時間目は DVD
を使用した座学授業と内容に対するディスカッシ
ョン、2 時限目は簡易型心肺蘇生人形（以下簡
易蘇生人形と記載）を 1 人 1 体、AED トレーナー
を 2 人 1 台使用して技術トレーニングを行ったも
のである。授業前後でアンケート調査（表２）を行
い、BLS 授業前後の知識・技術・倫理的な変化
を調査した。

準じるＢＬＳの指導資格を有する救急医療関係
表 2．アンケート調査表

者（救急救命士）または救急救命士学生 1 名、
人形２０台、AED トレーナー10 台の割合で配置し

1．

た。小中学生とも担任の教員が補助に入り、1 時
限目は担任の教員が、2 時限目はそれぞれのイ

べますか。
2．

ンストラクターが指導を担当した。
なお BLS の指導内容は AHA-Guideline2005

家族や友達が倒れたときに、救急車が呼

家族や友達が倒れたときに、声をかけら
れますか。

3．

に準拠した,

家族や友達が倒れたときに、大人の人を
呼びにいけますか。

4．

家族や友達が倒れたときに、胸骨圧迫は
できますか。

53）学校で BLS 教育を行った後に同校の教

員や他の教員からのアンケート調査。ならびに

なお調査内容と研究計画は国士舘大学倫理

教員研修会でのアンケート調査を行った。

委員会で審議し、各学校長・PTA など関係者に

．

アンケート調査、スキル評価の意義を十分に説

家族や友達が倒れたときに、人工呼吸は
できますか。

6．

明し、口頭と書面にて承諾を得てから実施した。
表 3．BLS スキル評価表

家族や友達が倒れたときに、AED は使え
ますか。

1．意識の確認：蘇生人形に触り、声をかける

7．

家族や友達の命を大切だと思いますか。

8．

家族や友達が倒れたときに、自分から行

2．応援要請 ：119 番通報、AED 要請

動できますか。

3．気道確保 ：頭部後屈法が正しくできる

9．

家族や友達が倒れたときに、みんなで協
力できますか。

10． 応急手当を学びたいと思いますか。

4．人工呼吸 ：胸が上がる
5．胸骨圧迫 ：押したときにクリック音が鳴る

11． 応急手当は必要だと思いますか。
12． 応急手当を家族・友人に教えられますか。

6．AED 操作

：電源を入れる、パットを貼る、

安全を確認してショックボタンを押す
また授業終了時にスキルチェックを行い、技
術の習得率をＡＨＡのヘルスケアプロバイダーの
評価項目に準じて以下の項目について 3 段階で
測定した（表３）。
各調査結果は Microsoft Excel にて単純集計
を行った。アンケート調査は、各質問項目に対し
回答した人数を、授業前後で比較しχ2 検定を行

７．ショック後の対応が確実に実施できる
評価の基準
全て正しくできた 2 点
おおよそできているが、どれかが抜けた 1 点
まったくできていなかった 0 点

い P 値が 5％未満を有意差有りとした。スキル評

3）学校での BLS 教育実施後の教員の感想
学校用 BLS 教育を行った学校で、同校の教員、
あるいは教員より、BLS 実施後のアンケ―トを実
施した。
４）小型 AED トレーナーの効果の検討
新たに作成した、小型の AED トレーナーを使用
した、心肺蘇生法講習会を実施し、受講生よりア
価は、データを項目ごとに平均し、数値を mean
±1S.D.で示し比較した。

ンケート調査を実施した。

の調査の対象となった東京 70％・埼玉は 79％の
学校で AED が普及していたが、千葉 38％・神奈
川 28％であった。全国平均をみても 3 都県は平
均を上回っていた。 しかし、このように AED が
学校の 70％に普及した東京都の学校でさえ
BLS 教育は講義が 13%、実技が 33%でしか行わ
れていないことが判明した。
BLS 教育の現状

図３個人用小型 AED トレーナー
アンケート内容は以下の通り
１． 小型 AED は良いか
２． 音声ガイドは聞こえるか
３． ショックボタンを押した後の胸骨圧迫のリ
ズム誘導はどうか

５）統計学的検討：
各結果は Microsoft Excel にて単純集計を行った。
アンケート調査は、各質問項目に対し回答した
人数を、授業前後で比較しχ2 検定を行い P 値
が 5％未満を有意差有りとした。スキル評価は、

またこの BLS 教育に関わるべき教員につい
て調べたところ、２１%近くが、保健体育、養護教
員が担当すべきと考えていた。しかし、１４%は消
防、日赤などの外部の指導者に依存しているこ
とが判明した。

データを項目ごとに平均し、数値を mean±1S.D.
で示し比較した。
なお調査内容と研究計画は国士舘大学倫理
委員会で審議し、各学校長・PTA など関係者に
アンケート調査、スキル評価の意義を十分に説
明し、口頭と書面にて承諾を得てから実施した。

D．結果
１）BLS 教育の現状調査
我が国では平成 14 年より小中高等学校へ
AED の導入が始まった。AED は全国の学校でみ
ると 25～40％の学校に普及してきている。
我が国では平成 14 年より小中高等学校へ
AED の導入が始まった。AED は全国の学校でみ
ると 25～40％の学校に普及してきている。今回

学校内で BLS 教育が行われない理由

BLS 教育普及の阻害要因を調査したところ、

前年の結果と同様に１）教材の不足 ２）指導方

えられる」の 8 項目で統計学的に有意な変化が

法の周知不足 ３）教員へのモチベーションの低

認められた。とくに BLS スキルに対する 3 項目は

下がトップ 3 に上げられた。

小中学生とも極めて変化が大きくも自らの主観
的な行動に対しても変化が認められた（図２）。

２）学校内の BLS 教育の効果

(人数)

昨年度開発した教育法(90 分間)一般普及を

100

目指し、東京・埼玉・千葉・神奈川において数校

80

を選択し、一次救命処置を知らない小学校低学

60

年（250 人）・小学校高学年 5・6 年生(450 人)、中
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学生(1240 人)、高校生(1000 人)、合計３０００名
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に対象を広げ簡易型蘇生人形と AED トレーナー
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中学生アンケート結果

講習前
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講習後

11

12

を用いて 2 コマ（90 分間）の BLS 授業を実施し効
果を検討した。
その結果、小学生、中学生ともに技能面では

図 2 アンケート調査結果～中学生～
２）スキル調査

胸骨圧迫は十分保持できるが「人工呼吸」の習

スキル評価では、「意識の確認」、「応援要請」、

得が十分でなかった。それ以外の「反応の確認」

「気道確保」、「人工呼吸」、「胸骨圧迫」、「AED

「応援要請」「気道確保」「AED 操作」は十分に習

の操作」の６項目の評価中、小中学生ともに「人

得できた。さらに、この教育法で、人を助けるた

工呼吸」の平均値は最も低くいものの、小学生

めの一次救命処置への理解と倫理観を芽生え

では「意識の確認」、「応援要請」、「気道確保」

させることがわかった。

「胸骨圧迫」「AED 操作」のいずれもが、平均 2 点
以上であった。

また、中学生では「意識の確認」から「胸骨圧
図 1 アンケート調査結果～小学生～
１．中学生への効果
中学生では「声をかける」「大人の人を呼ぶ」
「胸骨圧迫」「人工呼吸」「AED 操作」「命を大切
だと思う」「自分から行動できる」「応急手当を教

迫」「AED 操作」まで、いずれも平均値が高く、ス
キルが十分習得できていることが判明した。

と回答した。しかし、受講後には、６９％（５１人）

中学生CPRスキル

が行うと回答し、３１％（２３人）が行わないと回

4
平均値

答した。（図６参照）

3

60

2

n=74

51

46

50
1

40
0

27

30
1

2

3

4

5

23

6

20
10

図 4 中学生スキル評価
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小学生高学年に行った BLS 授業に参加した７
４名の児童に対し、人が倒れていた場合や家族、
友達に対し心肺蘇生法を行うか行なわないか受

受講後
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0

行う
行わない
無回答

２．小学校高学年（５・６年）

0

受講前

図６「家族や友達が心肺停止になったら心肺
蘇生法を行うか」

講前と後での気持ちの変化をアンケート調査し
た。

また授業前後で、心肺蘇生法の技術が出来

「人が倒れていたら正しい心肺蘇生法が出来

るようになったか、「出来る」「たぶん出来る」「た

るか」の問いに対し、講習前では、９９％（７３人）

ぶん出来ない」「出来ない」の４段階評価でアン

が出来ないと回答、１％（１人）が出来ると回答し

ケートを実施した。

たが講習後には、９９％の児童が心肺蘇生法を
正しく出来ると回答した。（図５参照）
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「誰かを呼びに行くことができるか」の問いに

「気道確保することが出来ますか」の問いに対

対し、受講前では、１６％（１２人）が出来る、７

し、受講前では、出来ると回答したものは０人で、

６％（５６人）がたぶん出来る、５％（４人）がたぶ

１４％（１０人）がたぶん出来ると回答、４３％（３２

ん出来ない、３％（２人）が出来ないと回答、受講

人）がたぶん出来ない、３９％（２９人）が出来な

後では、５３％（３９人）が出来ると回答、４７％（３

い、４％（３人）が無回答であった。受講後には、

５人）がたぶん出来ると回答した。たぶん出来な

３４％（２５人）が出来ると回答、５５％（４１人）が

い、出来ないは共に０人であった。（図８参照）
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図８「誰かを呼びに行くことができるか」

図１０「気道確保することが出来ますか」

「１１９番通報できるか」の問いに対し、受講前

「呼吸を確認することができるか」の問いに対

では、２３％（１７人）が出来る。５２％（３９人）が

し、受講まえでは、４％（３人）が出来ると回答、３

たぶん出来る、２２％（１６人）がたぶん出来ない、

８％（２８人）がたぶん出来ると回答、３９％（２９

３％（２人）が出来ないと回答、受講後では、５

人）がたぶん出来ないと回答、１９％（１４人）が

１％（３８人）が出来ると回答、４６％（３４人）がた

出来ないと回答した。受講後には、４３％（３２

ぶん出来ると回答、３％（２人）がたぶん出来な

人）が出来ると回答、５０％（３７人）がたぶん出

いと回答、出来ないと回答したのは、０人であっ

来ると回答、７％（５人）がたぶん出来ないと回答

た。（図９参照）

し、出来ないと回答したものは０人であった。（図
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図１１「呼吸を確認することができるか」

0

「人工呼吸をすることができるか」の問いに対

すか」

し、受講前では、出来ると回答したものは０人、

「AED を使用することができるか」の問いに対

４％（３人）がたぶん出来ると回答、３４％（２５

し、受講前では、出来ると回答したものは、０人、

人）がたぶん出来ないと回答し、多くの生徒が６

１１％（８人）がたぶん出来る、２２％（１６人）がた

２％（４６人）が出来ないと回答した。受講後では、

ぶん出来ない、６７％（５０人）が出来ないと回答

２０％（１５人）が出来ると回答し、５７％（４２人）

した。受講後には５１％（３８人）が出来ると回答、

がたぶん出来ると回答、１６％（１２人）がたぶん

４６％（３４人）がたぶん出来る、３％（２人）がた

出来ないと回答し、７％（５人）のみが出来ないと

ぶん出来ないと回答し、出来ないと回答したもの

回答した。

は０人であった。（図１４参照）
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図１２「人工呼吸をすることができるか」

図１４「AED を使用することができるか」

「胸骨圧迫（心臓マッサージ）が出来ますか」

３．小学校低学年（小学３年）に BLS 教育を実

の問いに対し受講前では、出来ると回答したも

施した前後の比較

のは０人で、７％（５人）がたぶん出来る、３１％

BLS を含む授業を受けた、１６１人の小学生に

（２３人）がたぶん出来ないと回答、６１％（４５

対し、心肺蘇生法の知識についてわかりやすい

人）が出来ない、１％（１人）無回答であった。受

ような言葉でプレテストを実施した。

講後では、３９％（２９人）が出来る、５２％（３８

プレテストでは救急車を呼ぶ場合１１９番か・１

人）がたぶん出来る、９％（７人）がたぶん出来な

１０番か問いたところ、９４％（１５２人）の児童は

いと回答、出来ないと回答したものは０人であっ

１１９番であることを把握していましたが、５％（８

た。（図１３参照）
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図１３「胸骨圧迫（心臓マッサージ）が出来ま

できていませんでした。倒れている人がいる場
合どのように助けるかの問いに対し、「自分 1 人
で助ける」７％（１１人）、「みんなで助ける」９２％
（１４８人）、無記入１％（２人）と解答しました.

倒れておる人が息をしていなかったら、どのよ

導入できることが示唆された。

うに考えるかの問いでは１人を除きみな「まだ生
きているかもしれないので手当てする」９８％（１

４）小型 AED を使用した効果の確認

５８人、無記入１％（２人））と回答した

受講生のアンケート結果
小型 AED に対するアンケートを１８名にとて
も良いから良くないまで５段階評価をしてもらっ
た。「新小型 AED は良いですか」の問いに対し、
６１％（１１人）がとても良い、３９％（７人）が良い
と回答した。
「音声は聞き取りやすいか」の問いに対し、５
０％（９人）がとても良い、２２％（４人）が良い、１
７％（３人）がまあまあ、１７％（２人）が悪い、とて
も悪いと回答したものは０人であった。
「リズム誘導はよいか」の問いに対し、７２％

小学校低学年の講習会風景

（１３人）はとても良い、１７％（４人）は良い、１
１％（２人）はまあまあと回答し、悪いと回答した

ＡＥＤについて説明させると、ＡＥＤは「心臓の

ものはいなかった。

震えをとる良い機械である」と理解は得られてい
ましたが、「心臓マッサージをする」,「いろいろ心
臓マッサージやそういうものが入っている」,「オレ

Ｄ．考察
E.考察

ンジ色のはＡＥＤ」,「静電気をおこして人を助け

本研究では 18 年から３年にわたり、学校授

る」と、ＤＶＤ学習のみでは危険性を、理解できな

業内で学童・生徒を対象とした BLS 教育を開発

いと考えられた。これより、子供がＡＥＤを使用す

し、その効果を検討した。

ることを主とせず低学年ではとりに行かせるせる
ことを第一と考えた。

今回の研究結果では、AED の普及がすすん
だ都心に近郊の４都県でおいてさえも BLS の教
育が十分行われていないことが判明した。

３）BLS 教育実施後の教員による感想
学校用 BLS 教育を行った後に同校の教員、ある
いは教員研修会（計 4 回実施）で得られたアンケ
―トでは、90％以上の教員が本指導法の効果を
認めており、本教育法ならば自分でも指導出来
ると考えた教員が 92％を占めた。100％の先生
が学校内での BLS 指導は必要と考えており、ま
た自分の学校への教育へ導入したいはという意
見は 95％に認められた。
我々の開発した学校用 BLS 教育が広く学校へ

しかし、過去にＢＬＳの受講経験のない児童・

生徒でも 90 分間の BLS 授業によって BLS スキ

階評価の2点以上であった。よって本研究のよ

ルは学習可能であることが判明した。さらにスキ

うな90分のBLS授業でも小中学校生徒に対し

ルのみではなく、人の命を助けるという応急手当

てBLSの実技と知識の導入は可能であるとい

の心を芽生えさせることがわかった。
また自分で BLS 教育を経験または見学してい
ただいた先生のうち、90％以上の教員はこの
BLS 指導方法は「自分たちでも指導できる」との
意見をいただいた。学校への学校内での BLS 指
導は全員が必要と考えており、今回の方法であ
れば、学校への教育へ導入したいという希望は

える。
また、小学校高学年に対する心肺蘇生法教
育 の結果より、心肺蘇生法の授業を受講する
ことで、家族や友達以外にも、人が倒れていた
ら声をかけてあげることの出来る心境の変化
が示唆される。これら心肺蘇生法の授業は、た

95％に認められており、我々の開発した BLS 教

だ単に手技を学習するだけでなく、相手を気遣

育が広く学校へ導入できることが示唆された。

う、思いやる気持ちまでも教育できるのではな

今回の BLS 授業では、授業時間を普通救命

いかと考える。

講習会の半分にあたる 90 分間でカリキュラムを

また、実技のいずれをとっても、授業を受け

作成した。DVD を用いた視聴覚教材では BLS の

た後では、「出来る」、「たぶん出来る」と半数以

専門的知識を補いなぜ、心肺蘇生が必要なの

上の児童が答えている。人形を１人一体使用

かを確実に理解してもらったうえで、簡易蘇生人

することで、従来の３時間の講習で人形１体に

形を 1 人 1 体使用することで、ひとり当たりの実

つき、４～５名の受講生で進行していく講習スタ

技時間を増やし短時間で学習する構成にした。

イルと変わり、人形での実技練習の時間が多く
なり、小学校高学年の児童でも、手技に関して
は、自信が付くほど学習できていると推察する。
手技に関して自信がもてることも、また人へ声
をかける行動へとつながっていくとも考えられ
る。
一方、小学校低学年の心肺蘇生法の授業で実
施したプレテストでは、小学３年生という段階の
児童では、まだ自分の身にかかる危険予知能

とくに、授業前後のアンケート調査結果からは、
「BLS スキル」や「家族や友人の命に対する認
識」の項目で有意に変化が認められた。DVD を
使用し BLS の知識や技術を分かりやすく伝えた
こと、なぜこのような処置が必要であったかを考
えた結果と思われた。
スキル調査からは、 BLSスキルの中で最も
重要な「胸骨圧迫」｢AED操作｣の平均値が3段

力や、応援要請の必要性、応援要請の具体的
な内容、ＡＥＤの仕組みの理解は全員が把握
することは、ＤＶＤを見ただけでは十分でないこ
とが分かった。しかし、全員が把握できていな
いがその人数は少なく、理解させるまでは、高
学年に比べて時間がかかる反面、学年が低い
ほど、好奇心は強く、何でも意欲的に授業に参
加しており、手技の記憶力は早く感じた。

体力面からは、やはり体重の軽そうな体の小さ

AEDにおいては、設置してある場所を把握し、

な児童では、簡易型人形でのクリック音を「アダ

とりに行くことの大切さを学ばせることは大切と

ルト」のレベルでは押すことは不可能であり、

考える。

「チャイルド」のレベルで、交代しながら押すの

新しく開発した小型AEDの使用後のアンケー

がやっとであった。よって、小学生の低学年で

トでは、本機材が極めて有用なツールであると

は、さらに質の高い胸骨圧迫の技術レベルを

の結果を得た。

求めることは、小学校低学年には大変ハード

簡易蘇生人形 を使用した講習会では、人形

ルが高いことがわかった。この年代の子供に必

は１人１体使用するまでは、資器材を補充でき

要なものはむしろ、胸骨圧迫の大変さや、どの

ていたが、AEDトレーナーに関しては、１台あた

ように胸を押すかなどを体験することは決して

りの単価が高いため、１人に１台用意すること

無駄で無い。

は現実的に厳しく、４－６名に１台のAEDトレー

この年代では 人工呼吸は実施しなかった。

ナーを体験させることや、簡易蘇生人形の中に

その理由として、１次救命処置の中で、人工呼

入っている、紙で出来ている模擬AEDを使用す

吸は胸骨圧迫に比べると力はかからないが、

るほかなかった。やはり、模擬AEDでは、電源

手先の操作である気道確保と呼気を吹き込む

ボタンやショックボタンは描かれているものの、

という動作を連動して行うことは、簡単ではない

実際に押すことは出来ず音声も流れない、唯

ため、また感染予防の面で危険性を理解させ

一パッドの位置の確認は各個人練習すること

るには、難しいと判断したためである。よって、

ができた。我々はこのようなAED学習に対し十

人が倒れており、反応・呼吸が場合は胸骨圧

分でないと感じ、１台あたりの単価を下げ、更

迫を行うということを意識付けさせることが重要

に数を多く搬送する際、１台当たりの大きさを

である。

小さくすることで搬送しやすくすることを鑑み、

今回呼吸の確認の手技は、人形の胸の上に

今回小型AEDを作成するに至った。

片手を置かせ１０秒間確認させた。胸が上がる
かどうかを確認することは、出来た。さらに、Ａ
ＥＤの使用についてもボタンを押す、パッドを張
るという行為に関しては指導することで実施で
きるが、感電するということの怖さや危険性は
分かっていても、理解までは出来ていないと感
じた。安全性を考えると、AEDの実際の使用は
難しいということがわかった。
よって今後、小学１・２・３年 生で段階的に、

図１４ 簡易蘇生人形と付属紙AED

身 の安全の確保方法や、応援要請を軸とし胸
骨圧迫を交代で絶え間なく行い、人工呼吸は
求めないなどのレベルでとどめるべきと考えた。

アンケートの結果より、受講生の半数以上
は小型AEDに対し高感度を示し、リズム誘導も

良いと回答している。しかし、音声について半

過去の BLS に対する教育体制と器材の不足と

数はとても良いとしているが、中にはまだ不満

いった双方の問題が大きく関わっていた。しかし、

が残っていた。小型ＡＥＤに関する感想の自由
記載では、「リズムがあり始めての人にもわか
りやすい」「リズムが補助になりとても良かった」
等の記載が見られた。
現在、野乃木らの調査では、心停止の70～8
0％は家庭内で発生すると報告されている。実
際、家庭内には青少年がいることが多く、家庭
内での第一の救助者となりうるのである。また
学童期の不慮の事故による死亡は死因の第
一位を占めている。学童期のおもな死因が溺
水、窒息、故意ではない傷害など心肺蘇生で
蘇生可能なものであることを考えれば、小中高
校での心肺蘇生教育はますます重要である。
一方、現在の小学・中学・高校の保健体育
の授業現在の中学・高校の保健体育の授業で
は心肺蘇生法の重要性は教科書や教育指導
要領に記されていながらも（巻末資料を参照）、

今年の研究ではそのような障壁を取り除くと、学
校教員も実施できる、魅力的なプログラムとなる
得たことが判明した。
今回われわれの研究でBLS教育を実施するこ
と を「初等教育の方針」とすると、１８歳年齢で最
低３回、心肺蘇生法を経験でき、わが国の応急
処置実施率を１００％にすることが理論的に可能
である。本研究は心肺蘇生法の修得はもとより、
生命に対する倫理観をも養おうという観点から極
めて重要な研究であると考えられる。我々の提案
する救急版「命の教育」プログラムを全国の小中
学校の授業時間に合わせ、実施できれば、人の
命を大事にする子供の心、「美しい国日本」を実
現する端緒になりうると信ずるものである。
また厚生労働省の目指す我が国のバイスタン
ダーCPR実施率を100％にするための方策として
極めて効率のよい方法と考えられた。

１）教員の指導方法が確立してないこと（教育
体制の問題）、２）指導に使用する心肺蘇生人
形の不足(器材) が問題となり、十分な実技教
育が行われていないことが判明した。
一般に消防組織・自治体・日赤など が実施し
ている普通救命講習会（BLS コース）はインスト
ラクター1 名に対し、受講者 10 名、訓練人形 1
体で構成されている。仮に 180 分間すべて実技
に費やしても 1 人あたり実技時間は 18 分程であ
る。今回の我々の検討でもちいた学校での BLS
教育で簡易型人形を使用した場合、45 分すべて
で実技に一人一体の人形を供することができた
ため、実技の習得に短時間でも、大きな効果を
得ることができた。
このように、簡易型蘇生人形を用いた学校用
BLS 教育プログラムでは、我々がおおこなった

５． 結論
日本では、過去、学校授業内で BLS 教育は十
分に実施されず、効果も検討されてこなかった。
今年の研究では、90 分間の BLS 授業でも小学
校高学年、中学校、高校において BLS 教育は簡
易型蘇生人形を用いることで十分指導可能であ
ることに判明した。また教員自らが指導できると
いう印象を持ってもらうことに成功した。
平成１７年度より 20 年度にかけての本研究で、
教職課程の学生が学校での指導する場合の教
材や指導方法を検討すると共に、こどもへの
BLS 教育効果の持続性、現職教員に対して BLS
教育法確立、学校教育への導入の具体的方策
についてある程度の開発ができたものと考え
る。

４）Langhelle A, Lossius HM, Silfvast T,et al.
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文部科学省 学習指導要領
(小学校、中学校、高等学校)

授 業

授 業 概 要

実 技 習 得

【５年生及び６年生対象】

小学校

《簡単な手当て》

けがの防止、心の健康及び病気の予防について
理解できるようにし、健康で安全な生活を営む資

体育

質や能力を育てること。

けがの防止について理解するとともに、け がなど
の簡単な手当てができるようにすること。

中学校

応急手当を適切に行うことによって、傷害
の悪化を防止することができること。

小学校の時点では応急
手当というまではいかな
い。
また、実習を示唆するよ
うな項目はない。

《応急手当》

身体機能の発達の順序性及び呼吸器、循環器を

保健体育

包帯法、止血法、人
工呼吸といった具体
的な応急手当にな
包帯法、止血法、人工呼吸など傷害時の応急手
り、実習を行うことが
当を取り扱い、実習を行うものとすること。
挙げられている。
中心に取り扱うものとすること。

傷害や疾病に際しては、心肺蘇生法など

高等学校

保健体育

《心肺蘇生法》
の応急手当を行うことが重要であること。
また、応急手当には正しい手順や方法が
あること。
人工呼吸から心肺
蘇生法となり手順や
実習を行うものとし、呼吸器系及び循環器系の機 方法を実習を通し、
能については必要に応じ
正しく身に付けること
関連付けて扱う程度にすること。
が挙げられる。

