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背　　景

わが国では，2004 年から全国の小中高等学校に自動
体外式除細動器（Automated External Defibrillator，
AED）が設置され始め，その後，中学校および高等学
校の学習指導要領 1, 2) に応急処置に関する教育内容が
大幅に取り入れられた。しかし，教員の指導方法に対
する知識や経験不足，教員のモチベーション，指導時
間や資機材の不足が，心肺蘇生教育の普及が進んでい
ない原因として指摘されている 3)。われわれが 2014 年
度に京都大学の一部の学生に対して行った内部調査で
は，大学に入学するまでに実技を含む心肺蘇生講習を
受けていたものは，50.3%（78 名／ 155 名）であった。

JRC 蘇生ガイドライン 2015 では，すべての国民が
心肺蘇生を実施できる社会を実現するために，学校教
育へ心肺蘇生教育を導入し，体系的に心肺蘇生教育を
普及させることが述べられている 4)。したがって，社
会に出る前の最後の教育機関として，大学で心肺蘇生
教育を実施し，すべての学生が心肺蘇生に関する知識
や実技を学び卒業することは重要だと考えた。そこで
我々は，2015 年度より，全新入生を対象に行ってい
る新入生向けのガイダンスで，胸骨圧迫と AED の使
い方（以下，救命入門コース）を指導することにした。

【要旨】　目的：京都大学の全新入生に，胸骨圧迫や AED の重要性を理解させ，講習会に対す
る意識を調査すること。方法：新入生 2 人に 1 個のあっぱくん ® と新入生 20 名に 1 名のサ
ポート教員を配置し，2015 年度は 30 分間，2016 年度は 40 分間で胸骨圧迫と AED の使い方
を指導した。その後，本救命入門コースに関する質問紙調査を実施した。結果：90.6%（2015
年）89.7%（2016 年）の新入生が，胸骨圧迫や AED の使い方を学ぶことに意義を感じた。
68.8%（2015 年）65.6%（2016 年）の新入生が定期的に学びたいと回答した。結語：あっぱく
ん ® を用い，サポート教員を配置することで，短時間で効率よく多人数に対して胸骨圧迫と
AED を指導することができ，大多数の新入生が意義を感じた。
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全新入生への胸骨圧迫・AED 使用法教育

目　　的

京都大学の全新入生に，バイスタンダーによる胸骨
圧迫や AED の実施の必要性やその重要性を理解させ
るために，救命入門コースを実施すること。および，
このコースを受けた新入生の講習会に対する意識を調
査すること。

方　　法

1.	 対　象

2015 年度および 2016 年度に京都大学に入学した全
新入生。

2.	 救命入門コースの実施

1）ガイダンスの概要
本学では毎年 4 月初旬に，約 3,000 人の新入生を学

部によって 3 群に分け，1 日 1,000 人ずつ 4 時間 45 分
のガイダンスを行っている。200 〜 300 人ずつ 4 部屋
に分かれて同時進行している。救命入門コースには，
2015 年度 30 分，2016 年度 40 分の時間が割り当てら
れ，各年度 3 回ずつ行った（表 1）。

2）救命入門コースの内容
①使用教材

胸骨圧迫と AED の使い方を学ぶための教材である
トレーニングキット CPR Training Box あっぱくん ®

（以下あっぱくん ®，NPO 大阪ライフサポート協会）
を 600 個準備し，胸骨圧迫や AED の実技練習を行う
際には，隣席の新入生 2 人でこれを 1 個使用させた

（写真 1，2）。
②指導内容

多人数に対して胸骨圧迫と AED の使用方法を指導
する教育プログラム 5) を元に，割り当てられた時間に収
まるように調整をした（表 2）。進行は，あっぱくん ® を
使った講習会用アニメ DVD〔NPO 大阪ライフサポート
協会　PUSH プロジェクト（http://osakalifesupport.jp/
push/）〕を用いて，①動機づけメッセージビデオ，②
意識と呼吸の確認，119 番通報，AED の要請，③胸骨
圧迫の方法，④ AED の使い方について，DVD を見な
がら練習（practice while watching）の教育方法を用い
て指導した。
③メインインストラクター

講習会用 DVD の操作およびコースを進行するメイ
ンインストラクターを，各部屋に 1 名配置した。4 名
のメインインストラクターは，あっぱくん ® を使い多
人数に対して指導することに習熟している教員が務め
た。4 部屋での同時実施にあたり，4 人のメインイン
ストラクターの間で指導内容を均一化するために 3 日
間のメンバーを固定し，時間割および手順書をもとに
事前に打ち合わせを行った。
④サポート教員

新入生約 20 名につき 1 名の教員（以下，サポート
教員）を各部屋に配置した。サポート教員は，学内の
さまざまな部局から募り，医学研究科人間健康科学系
専攻からはすべての教員，国際高等教育院（全学共通
授業担当部局），医学研究科初期診療・救急医学分野，
医学部附属病院総合臨床教育・研修センター，および
環境安全保健機構健康管理部門からは，この救命入門

表 1　救命入門コースの実施概要

2015 年度 2016 年度

1 回目 実施日時 4 月 2 日（金）15：30 〜 16：00 4 月 4 日（月）15：20 〜 16：00
新入生数 992 927
質問紙回答者数 924 907
サポート教員数 65 58
メインインストラクター数 4 4

2 回目 実施日時 4 月 6 日（月）11：00 〜 11：30 4 月 5 日（火）15：20 〜 16：00
新入生数 1,036 1,028
質問紙回答者数 802 815
サポート教員数 69 54
メインインストラクター数 4 4

3 回目 実施日時 4 月 6 日（月）15：30 〜 16：00 4 月 6 日（水）15：20 〜 16：00
新入生数 987 988
質問紙回答者数 787 714
サポート教員数 63 50
メインインストラクター数 4 4
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写真 1　トレーニングキット CPR Training Box あっぱくん ®

写真にあるピンクのハートを心臓に見立て，これを適切な強さで
圧迫すると音がする仕組みになっている。箱を開けたらすぐにト
レーニングを開始することができる

写真 2　あっぱくん ® を使った胸骨圧迫の練習風景

表 2　救命入門コース時間割り

時刻 項目 サポート教員指導ポイント

導入

15：20 〜 15：24 あいさつ

15：24 〜 15：32 動機づけ DVD
・動機づけのためのメッセージビデオを見ます
・メッセージビデオ後，あっぱくんを机の上に出し蓋を開けてもらいます。
蓋が開かない学生がいたらサポートお願いします

展開

15：32 〜 15：35
意識と呼吸の確
認，119 番通報，

AED の要請

手首で脈の確認をしますが，見つけられない学生がいたらサポートお願いし
ます

集中していない学生がいたら，続きの DVD を見るように促して下さい

15：35 〜 15：37

胸骨圧迫

声を出すことを恥しがるかもしれませんので，先生方も一緒に声を出して下
さい

15：37 〜 15：39 あっぱくんの胸（ハートの辺り）や，お腹辺りを見ているか確認してくださ
い

15：39 〜 15：40 左右どちらが上でもいいので，手が組めているか確認してください

15：40 〜 15：43 胸骨圧迫を 1 人 30 秒体験します。30 秒経ったら，合図を出しますのであっ
ぱくんを隣の人に渡します

15：43 〜 15：44 胸骨圧迫の交代の方法を DVD で見ます

15：44 〜 15：50
2 人 1 組になれているか確認してください。30 秒経ったら合図をしますので，
学生同士声を掛けあって胸骨圧迫の交代をします
注）あっぱくんを移動させず，人が移動するようにして下さい

15：50 〜 15：53

AED の使い方

自分の体で AED パットを貼る位置を確認しますが，逆になってないか確認
してください

15：53 〜 15：55 AED の音声を聞いてみます。模擬 AED の電気ショックボタンを押します

15：55 〜 15：56

まとめ 15：56 〜 16：00 まとめ

　特に気に掛けていただきたい項目
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コースの趣旨に賛同する教員が参加した。救命入門
コースの理念，目的，方法を徹底するため，サポート
教員用に手順書を作成し（以下の URL を参照　
http://goo.gl/0nI4h4），コース開催 2 週間前に配布し
た。サポート教員は，新入生への励ましの声掛け，コー
ス中 DVD の進行より遅れている新入生がいないか否
かの確認，2 人 1 組になって胸骨圧迫の練習を行う際
に相方がいない新入生とペアを組むことを行った。サ
ポート教員が胸骨圧迫や AED の実技を直接指導する
ことはなかった。
⑤救命入門コース実施中の配慮

長時間のガイダンスを受けている新入生の中には，
体調不良を起こすことが予測された。そのためガイダ
ンスを実施している建物内に救護室を準備し，応急処
置に必要な医療機器，医薬品，車いす，布担架などを
準備した。また，各部屋のサポート教員には，看護師
資格をもつ教員ならびに病院救急部の医師を最低各 1
名ずつ救護係として配置し，体調不良を訴えた新入生
が出た際の対応について事前に決めておいた。また，
建物に設置されている AED の場所と避難経路につい
て，事前に配布したサポート教員用の手順書および当
日実施した説明会で周知した。

3.	 質問紙調査

救命入門コース終了後，大学入学までの教育課程に
おける心肺蘇生授業の経験，コースの感想等を問う無
記名質問紙調査を実施した（図 1）。本コースの意義
と定期的な学習の機会の希望を尋ねる質問については
5 段階選択式とし，その他の質問項目は択一式と自由
記載とした。なお，質問紙の回答は自由意思であるこ
と，質問紙の提出をもって学術的な解析および，学内
外に向けた報告書作成のために使用することに対して
同意が得られたものと判断することを口頭で説明し
た。

結　　果

1.	 救命入門コース参加状況

表 1 に，年度ごとに行った救命入門コース日時，新
入生数，質問紙回答者数，サポート教員数，インスト
ラクター数を示す。2015 年度 3,015 名，2016 年度 2,943
名が京都大学に入学し，そのうち新入生向けガイダン
スに参加したものが救命入門コースを受講した。本
コースに動員したサポート教員は 2015 年度のべ 209
名，2016 年度のべ 174 名であった。

2.	 救命入門コース実施状況

限られた時間の中で指導するため，詳細に決められ
た時間割りに沿ってコースを行った。2015 年度は 3
回いずれの部屋でも，与えられた 30 分の時間内にす
べての内容を実施することができなかった。しかし，
すべての内容が重要であること，ガイダンスの最後の
時間に割り当てられていたため，時間を延長してすべ
ての内容を指導した。延長時間は 5 〜 10 分であった。
2016 年度は，割り当てられた時間が 40 分になったた
め，3 回いずれの部屋でも時間内に終了できた。2015
年度 2 名，2016 年度 3 名の気分不良者がでた。いず
れも，あらかじめ準備しておいた車いす等で救護室に
運ばれて同室で医師が経過観察し，回復を確認した。

3.	 質問紙調査

2015 年度 2,513 件（83.3%），2016 年度 2,436 件（82.8%）
から回答が得られ，男性の割合はそれぞれ，1,900 件

（75.6%），1,783 件（73.2%）であった。気分不良を起こ
したもののうち，2015 年度の 1 名は，この数に含ま
れていない。

1）大学入学までの心肺蘇生講習会受講歴
図 2 に，大学入学までの心肺蘇生講習会受講歴の

有 無 を 年 度 別 に 示 す。2015 年 度 1,446 件（57.5%），
2016 年度 1,471 件（60.4%）が，『トレーニング人形を
用い，実技を含む実習形式の授業』を受講していたと
回答した。2015 年度 535 件（21.3%），2016 年度 462
件（19.0%）が今まで一度も心肺蘇生に関する授業を
受けておらず，今回が初めてと回答した。

実技授業や講義のみの授業を受講したものに，いつ
受講したのかを質問した。高等学校で受講したものが
もっとも多く，次いで中学校，小学校の順であった

（表 3）。実技授業を受講したもののうち，小学校，中
学校，高等学校いずれの教育課程でも受講したもの
は，2015 年 度 43 件（3.0%），2016 年 度 78 件（5.3%）
であった。

2）ガイダンスで行う救命入門コースの意義
ガイダンスで，救命入門コースを新入生全員に一斉

に行うことについてどう思うかを，『有意義』から『意
味がない』の 5 段階で質問をした。5 段階スケールで数
値が大きくなるほど有意義であることを示す。5 および
4 を選択したものは，2015 年 2,276 件（90.6%），2016 年
2,184 件（89.7%）であった。1 の『意味がない』は，
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性別：　　　男　　・　　女　　　　学部：　　　　　　　　　　　　　　　

問 1　 これまでに，心肺蘇生法や AED の使い方の講習会を受けたことがありますか？ 
（1 つだけ○印をつけて下さい）

1　トレーニング人形を用い，実技をともなう実習形式の授業を受けた
2　講義のみの授業をうけた
3　今回初めて心肺蘇生法や AED の使い方の講習会を受けた

問 2　 問 1 で「1 または 2」を選択された方にお伺いします。  
どこでその講習会を受けましたか？（複数選択可能，複数記載可能）

1　小学校，2　中学校，3　高等学校，4　運転免許取得時
5　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 3　 入学オリエンテーション時に，今回のような心肺蘇生法のプログラムを行うこと
をどう思いますか。

1 2 3 4 5

意味がないと
思う

どちらとも
言えない

有意義だと
思う

問 4　心肺蘇生法や AED の使い方を定期的に学びたいと思いますか？

1 2 3 4 5

全く思わない どちらとも
言えない

とても思う

問 5　サポートスタッフの教員や周りの新入生と講習会中 1 回でも話をしましたか？

はい いいえ

問 6　 サークルなど活動中に仲間の一人が急に倒れた場合，あなたがすべきことを書い
てみてください

問 7　 上の質問のような事に対応するために，日頃から心がけるべきことを書いてみて
下さい

問 8　講習会を受けた感想を自由に記入して下さい

図 1　救命入門コース後に行った質問紙調査

2015 年度（n=2,513） 2016 年度（n=2,436）

1,446
（57.5％）499

（19.9％）

535
（21.3％）

33（1.3％）

1,471
（60.4％）479

（19.7％）

462
（19.0％）

24（1.0％）

実技形式 講義のみ 今回が初めて 無回答

図 2　大学入学までの心肺蘇生講習会受講歴
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2015 年 20 件（0.8%），2016 年 25 件（1.0%）であった。

3）定期的な心肺蘇生講習会の受講希望
心肺蘇生を定期的に学びたいかを，『とても思う』

から『全く思わない』の 5 段階で質問をした。5 段階
スケールで数値が大きくなるほど学びたいことを示
す。5 および 4 を選択したものは，2015 年 1,729 件

（68.8%），2016 年 1,597 件（65.6%）であった。3 の『ど
ちらとも言えない』は，2015 年 513 件（20.4%），2016
年 533 件（21.9%）であった。1 の『全く思わない』は，
2015 年 72 件（2.9%），2016 年 95 件（3.9%）であった。

4）救命入門コースを受講した感想
自由記載は，2015 年度 2513 件中 2,030 件，2016 年

度は 2,436 件中 2,149 件あった。受講経験ありの新入
生は，「復習になった」「昔の内容と変わっており，定
期的に受講し直すのがよいと思った」，受講経験なし
の新入生では，「中高で講習がなかったのでとても有
意義でした」「AED の使い方を全然知らなかったの
で，ためになった」などと記載していた。また受講経
験に関係なく「少しでも救える命を救っていきたいと
思った」「誰かを助けられるようになりたい」という
記載があった。

5）サポート教員の感想
サポート教員から 35 件の感想があった。「教員相互，

また新入生と教える，支えることの意義を感じた」「教
員にとっても，必要な講習ではないかと思った」など
の意見があった。

考　　察

新入生向けガイダンスの中に救命入門コースを含め
たこと，2 人に 1 個のトレーニング教材やそれに付随
する講習会用 DVD を使用したことで，3 日間という
短期間に全新入生に対して効率よく，胸骨圧迫と

AED の使い方を指導することができた。さらに，多
人数の新入生に目が行き届くように 20 人に 1 名のサ
ポート教員を配置し，教育の効率性と同時にきめ細や
かさにも配慮した。

救命入門コースを，約 90% の学生が有意義と感じ，
定期的に心肺蘇生について学びたいと思った学生が
60% 以上いたことから，新入生に胸骨圧迫や AED の
重要性が伝わったと考えられる。今後は，学生の中か
らインストラクターが育ち，在学生が新入生や他の在
学生に，または他大学の学生などに対して指導を行う
ことで，さらに心肺蘇生教育が普及することを期待す
る。

心肺蘇生教育を受ける機会がなかった約 20% の新
入生にとっては，救命入門コースによってはじめて知
識と実技の習得ができ，受講歴があった新入生にとっ
てはこれらを復習する機会となった。心肺蘇生のガイ
ドラインは 5 年に一回変更されているため 4)，大学入
学までに実技を含む心肺蘇生教育を受けていたとして
も，それが最新のガイドラインに基づいたものとは限
らない。さらにガイドラインでは心肺蘇生の実技を維
持するために，繰り返し講習会を受講する必要性が強
調されている 4)。60% 以上の新入生が，定期的に心肺
蘇生について学びたいと回答したことから，本救命入
門コースは繰り返し学習への動機づけになったといえ
る。

本コースでは，2 人に 1 個のトレーニング教材を準
備したことで，新入生のすべてが胸骨圧迫と AED の
実技練習を経験することができた。心肺蘇生の実技習
得のためには，講義だけではなく実際に体験すること
の重要性が指摘されている 6, 7)。今回はあっぱくん ®

を用い，これらの問題点を解決した。昨今，同様の教
材が他にもあるため，それらを利用することで，実技
時間を担保しながら短時間で胸骨圧迫や AED の指導
が可能だと考えられる。今後，学校をはじめ心肺蘇生
教育がさらに普及するためには，このように効率よく

表 3　心肺蘇生講習会を受講した時期

2015 年度 2016 年度
n=1,945 % n=1,950 %

小学校 164 8.4 204 10.5
中学校 914 47.0 926 47.5
高等学校 1,415 72.3 1,403 71.9
運転免許取得時 31 1.6 36 1.8
その他 89 4.6 102 5.2

複数回答
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西山　知佳，他

教育する方法を共有することも必要だと考える。
本調査は，救命入門コースを受講した新入生の胸骨

圧迫や AED の使い方の実技を評価していないため，
どの程度実技を習得できているかは不明である。また，
心肺蘇生教育の真の効果は，教育を受けたものが心停
止現場に居合わせた際に，学んだ内容を実施できるか
どうかでしか評価できない。今後，救命入門コースを
受講した学生を追跡調査する予定である。

結　　語

新入生ガイダンス内の時間を使い，新入生 2 人に 1
個のトレーニング教材と DVD を用い，サポート教員
を配置することで，短時間で効率よくすべての新入生
に対して胸骨圧迫と AED の使い方を指導することが
できた。90.6%（2015 年），89.7%（2016 年）の新入生
が意義を感じる教育ができた。さらに，68.8%（2015），
65.6%（2016 年）が定期的に心肺蘇生を学びたいと感
じていることから，この教育は繰り返し学習への動機
づけにもつながった。
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