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A. 研究目的
現在、厚生労働省の報告によると、わが

でき市民の持つ不安要素を解消できるのか
だろうかということを検討した。

国では死亡原因の第２位は心疾患による死
亡である。
その中でも年間５万人ほどの方々が突然

B.研究方法

心停止で亡くなっていると報告されている。
突然心停止の約７割は心室細動（ＶＦ）で

７４０名の一般市民を対象として、厚生労

ありAEDの一般普及は急務と考えられる。そ

働省より提示された「AEDを使用する非医療

のためには講習会による知識や手技の伝達

従事者に対する講習(表１)」を準拠し180分

が必要である

のBLS+ AED講習会を実施した。これ以外にも、

７月１日より非医療従事者の自動体外式

医師90名、看護師200名、薬剤師50名、イン

除細動器（AED）の使用が認められたが、医

ストラクター80名、弁護士20名、についても

療行為であるAEDを市民の方々が実施する

内容を踏み込んで講習を実施したので考察

際には多くの不安が残されている。

に加える。

このような状況を踏まえ、本研究班では、
はたしてAEDを市民の方々が実施する際に

1. の べ 講 習 回 数 30 回

はどのような不安要素があるのか、またどの

-2005年3月）

ような講習会を開催すればAEDを正しく理解

（ 2004 年 4 月

AED講習会（ver 2）の実施概要

（表２）実施した講習回数と対象
実施対象

回数

医師（医師会会員を対象、東京各

４

１）一次救命処置についての講義（50分）
にAED取り扱い注意を加え、法的配慮（良き
サマリア人法など）や・AEDの成功例などを

区医師会など）
看護師（病院内外講習会）

6

組みこんだ

薬剤師（東京都薬剤医師会）

2

2）BLS+AEDのデモンストレーション（40分）

日赤インストラクター

3

体育教師・スポーツインストラクタ-

4

とBLS+AED悪いデモンストレーション

一般企業・地域学校・地域講習会

10

の展示を加えた

弁護士

１

４）BLS+AEDの実技（60分）

30

５）試 験 お よ び 質 疑 応 答（30分）

計１２施設

・BLS+AED良いデモンストレーション

（倫理面への配慮）
研究は、主に受講生からのアンケート意見

研究方法
研究１

の聴取にて構成した。さらにレトロスペクティ

パイロット講習会（ver1）の開催と検討

ブな調査、文献整理等も行った。講習用に

まず研究初期の3ヶ月で、厚生労働省の「AED

作成されたスライドに登場する人物・写真に

を使用する非医療従事者に対する講習(表

ついては登場する本人に対して十分インフ

１)」に準じて講義・講習を作成した。 265名

ォームドコンセントを行い、個人情報に配慮

の対象に対して講習案（A）を実施した。

した上で作成した。

パイロット講習会（ver1）の概要
１）一次救命処置についての講義（50分）
２）AEDとは・AEDの取り扱いについて（40分）
３）BLS+AEDのデモンストレーション
４）BLS+AEDの実技（60分）
５）試 験 お よ び 質 疑 応 答（30分）

C.研究結果
200４年４月 1 日～2005 年３月 10 日までの
講習会の結果
１） パイロット講習会のアンケート結果
ＡＥＤについての感想

この内容で講習実施後、アンケート調査を実

・簡単に操作できる。

施した。

・画期的な機械で驚いた。
早くいろんな場所に設置すべきだ。

研究２ AED講習会（ver 2）の開催

講習に関しての感想

つぎに研究の９ヶ月で講習案（A）に対するア

・もっと普及講習会を行ってほしい。

ンケートの結果を反映し問題点を修正した

・市民にはまだ普及は難しいのでは・・・。

AED講習会（ver 2）を実施しさらにアンケート

・ 使用するのが不安だ(医療機器だから怖

を実施した。

い)。
・

法的整備を行ってほしい。

２） AED 講習会（ver 2）の開催後のアンケ
考案

ート調査
ＡＥＤについての感想

心肺蘇生講習会（BLS+AED)についてのイ

・簡単に操作できる。

ンストラクター数と受講者の理想比率につい

・画期的で驚いた

ての考察

・早くいろんな場所に設置してほしい。

従来、AHA

・高齢化社会に向けて必要な器具と思う。

ではイントラと受講生の数は１：６（１：３）であ

・ＢＬＳとの組み合わせが理解が難しい。

り、さらに消防組織の救命技能講習会では

・充電･解析の時間何もできずにいるのがも

イントラと受講生では１：１０である。

BLS ヘルスケアプロバイダー

我々の今回の結果では 180 分という限ら

どかしい。

れた時間をアンケート結果からの満足度と
AED についての理解度から イントラ：受講生
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＝１：４が理想的と判断される。最大１：６までと
研究１
研究２

されている。

わ

答
無
し

一受講生あたり、最低一平方メートルのスペー
スが必要である。すべての器材（AED、BLS

不
安

で

解

い
か
らな

い
で
用
使

使
用

で

きな

きる

必要とされる器材と環境

人形、に加えフェイスシールドやポケットマスク
は全員自己購入がのぞましい）、それ以外の
AED 器材、蘇生人形が１：２で配置できればも

図１ 2 回のアンケート集計結果の比較
D.結果

っとも理想的かつ短時間で効果的な実技講習
が可能ということが判明した。しかし現実的な

非医療従事者は医療資機材である

対応を考えると１：４での資機材配置が妥当な

AED を使用することに対し多種多様な

数であろう。

不安を持っているため、講習会にはそれ

また、BLS をまとめた冊子、表などの簡単

に配慮した内容が必要である。

な指導要領の作成（図３）が有用であっ

今回の研究結果では BLS や AED の使用

た。

方法のみならず法的な問題や器具の正しい

医療職種別の講習のありかた

取り扱い方法を説明を加えるとより効率のよ

医療職別や職種によって共有する特性がある。

い講習会を実施することが可能であるとの研

受講生別の講習のポイントをまとめた

究結果を得た。また正しい理解を得ることに

開業医師（医師会主催）を対象にした場合

よって、180 分という短時間であっても十分

• 基本的にご高名な方も多いので配慮が必要

に受講生側にメッセージを示すことができる

• デモを実施し（BLS の概念は理解されてい

ことがわかった

るので）BLS 実技は手技の順番などの確認
にとどめる
• AED 使用に関しては、2 相性波形除細動器

の臨床的優位性や手順の確認を実施
• 各種類の AED を準備して差異を説明
• ポケットマスクなどの応用を追加
• インストラクターとしてのポイントを追加する

してもらう
• AED 使用に関しては、早期除細動の概念
を説明するにとどめる。
• 熟練者が早いので、シナリオ付加やポケット
マスクなどの応用を追加する。能力に応じて

看護師：救急隊員・日赤指導員を対象にした
場合

高度な処置の追加を行う
一般人の場合

• 基本的には BLS の概念は理解されている

• 基本的に BLS の概念や実技はほとんど理

ので説明は短く BLS 実技を実施してもらう

解されていない。説明は十分に時間をとる。

• AED 使用に関しては、2 相性波形除細動器

• デモを実技の前に実施するが、意識付け程

の臨床的優位性などの理論背景を十分説

度にとどめる。そののちに十分な BLS 実技

明する。

を実施してもらう

• ポケットマスクなどの応用を追加する
• 上達の早いひとはさらにシナリオを付加して
いくことで受講生の学習意欲を引き出すこと
が可能。
• 受講生の能力によってはインストラクターとし
てのポイントを追加してもよい

• AED 使用に関しては、救命の連鎖やバイス
タンダーの重要性の理解や早期除細動の
概念を説明する。
• シナリオ付加やポケットマスクなどの応用に
よって蘇生法習得への意識を高めることが
できる。
• 最後には習得したという達成感を感じさせる

薬剤師を対象にした場合

インストラクターの配慮が重要

• 基本的には BLS の概念や実技はほとんど
理解されていない。説明は一般人と同様に

今後の AED-BLS コース開催の課題

十分に行う。そののちに BLS 実技を実施し

AED 講習会は医療行為である除細動に対す

てもらう

る市民の不安感の解消を図れるような方法を

• AED 使用に関しては、早期除細動の概念
を説明するにとどめる。
• 熟練者には注意を払い、さらにシナリオを付

実施すべきであり、そのためには受講後に不
安要素を抽出するような目的として毎講習会
後アンケート調査を実施し講習の効果確認を

加やポケットマスクなどの応用を追加する。

行うことが重要である。

能力に応じてデモを実施してもらう。

AED の存在自体がまだ十分に周知されてい
るわけでなく広く AED 宣伝する必要性が高い

一般人への講習のポイント

今後も BLS ＋ AED をおこなう際の理想の

体育教師・スポーツインストラクターなどの場合

講習時間、インストラクター数、必要最低限の

• 基本的に BLS の概念や実技はほとんど理

実技シュミレーション回数などを早急に検討す

解されていない。説明は十分に時間をとる。

るとともに、効果的な視聴覚教材を開発してい

• デモを実技の前に実施するが、意識付け程
度にとどめる。そののちに BLS 実技を実施

くことが急務である。

の参加者が増えると考えられる。
E.結語

今後、一般市民への普及啓発を促進する

今研究では非医療従事者に対する

DVD やインストラクターとなる開業医師や指導

BLS+AED 講習会を具体的に検討した。

員向けの教育ツールの開発が急務である。

講習時間は講義とシナリオを含む実技実習
の十分な時間をとるべきであると考えられた。
講義法によっては市民の AED に対する不安
感を軽減できるとともに、積極的な心肺蘇生法

（表１）厚生労働省から提示された一般人のためのＢＬＳ－AED 講習会案
大項目

小項目

到達目標

時間数
（分）

コースの概説
院外心停止例への対策及び救命の連鎖の
イントロダクション 院外心停止例への対策及び救命の
重要性を理解する

15

連鎖の重要性
意識の確認、早期通報、気道の確保が実施
意識の確認、通報、気道の確保

できる

10

人工呼吸法（１人あるいは２人で）が実施で
CPR

人工呼吸

きる

15

循環のサインを確認し心臓マッサージが実
循環のサインと心臓マッサージ

施できる

15

種々の想定に対応した CPR の実施ができ
デモによる CPR

る

10
15

休憩
AED の電源の入れ方とパッドの装着方法を

AED の使用法

AED の使用方法（デモ）

理解する

10

指導者による使用法の実際呈示

AED の使用方法と注意点

10

シナリオによる１回の除細動で、安全に
AED の実技

AED を使用できる

35

実技の評価と筆記 シナリオを使用した実技評価と知識 種々の異なる想定でも AED や CPR を実施
試験
講習時間計

の確認

できる、CPR と AED に関する知識の習得 45
180

BLS

を ま と め た 冊 子 、 表 な ど の 簡 単 な 指 導 要 領 の 作 成 （ 図 ３ ）
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