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背景 
 
 わが国における年間の病院前における分娩取扱は 891 名、うち新⽣児蘇⽣は 47 名(5.3%)
でとりおこなわれたとの報告がある(2015, 宮園らによる消防本部へのアンケート調査) 
新⽣児蘇⽣の件数は決して多いものではないが、成⼈などとは⽣理学的に異なる⾯があり、
必要とされる蘇⽣スキルも異なる。しかし、救急救命⼠などの教育においては養成機関、再
教育それぞれで新⽣児蘇⽣法についての内容は乏しく、教育を受ける機会の拡充が求めら
れてはいるが実際にはまだ⼤幅に不⾜していると考えられる。また実際のスキル習得につ
いての実効性のある⽅策について、エビデンスのあるものは明⽰されていない。 
 成⼈などの⼼肺停⽌は、原因として⼼原性が 55%程度となっていて、呼吸性のものは⽐
較的少ない[1]。しかし新⽣児の出⽣直後の⼼肺停⽌は、呼吸が確⽴しないためのものが多
く、蘇⽣アルゴリズムでは胸⾻圧迫ではなく⼈⼯呼吸(⼈⼯換気, バッグバルブマスクによ
る)が優先されるのはこのためである。わが国においては⽇本周産期・新⽣児医学会により
新⽣児蘇⽣法(NCPR)の医療職向けの教育コースが、2007 年より全国展開されている。ま
た救急救命⼠などを対象とした病院前コース(P コース)が 2020 年 6 ⽉より開始され、2023
年 3 ⽉までに全国で 127 コースが開催されている[2]。 
 NCPR コースにおいても⼈⼯呼吸のスキルは⾮常に重視され、コース認定者の重要なコン
ピテンシーとして認識されている[3]。しかし⽇常的な新⽣児蘇⽣の経験が少ないと考えら
れる救命救急⼠の教育においては、NCPR のコンテンツが⼈⼯呼吸⼿技のスキル確⽴にど
のように関与しているかを検証した研究は現在までない。 
 
⽬的 
 
救急救命⼠の⼈⼯呼吸⼿技スキル確⽴について、病院前における新⽣児蘇⽣蘇⽣法コース
(NCPR-P コース)受講の効果について定量的な評価を⾏い、効果と問題点について評価す
る。 
 
⽅法 
 
(1)救急救命⼠などを対象とした新⽣児蘇⽣法病院前コース(NCPR P コース)を、研究期間
中(2021/6 ⽉から 2022/11 ⽉まで)に開催した。NCPR P コースは規定どおり[4]に説明 5
分, プレテスト 5 分, 講義 40 分, プレテスト確認 5 分, 基本⼿技実習 1時間, ケースシナ
リオ実習 1時間, ポストテスト 10 分, 総括 5 分, 休憩 15 分の計 3時間 15 分のスケジュ
ールで⾏った。基本⼿技実習には初期処置(保温、気道開通, 体位保持, ⽪膚乾燥、刺激)、
⼈⼯呼吸⼿技(バッグバルブマスクによる⼈⼯換気)、胸⾻圧迫、酸素投与法、安定後の処置、
搬送中管理(体温、モニタリングなど)が含まれる。ケースシナリオは受講者 3 名のグループ
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で、実際の事例に則して現場での対応を⼿技を含めておこなった。病院前の状況を再現する
ため搬送⽤ストレッチャーや救急⾞内を模したスペースを準備し、住居内など蘇⽣台のな
い床上を想定した⼿技についても受講者に体験してもらった(Fig.1)。 
 
(2)NCPR P コース開始前(プレテスト前)と終了後(ポストテスト後)に新⽣児蘇⽣について、
各受講者は⼈⼯呼吸⼿技スキルの⾃⼰評価を含むアンケートを記載した。(Fig.2) 
アンケートは無記名とし、事前アンケートでは職種、経験年数、講習会受講動機、講習会受
講経験、周産期シミュレーションコース受講経験、病院前での周産期事例経験、新⽣児蘇⽣
⼿技の⾃信、分娩時処置の経験についての設問とした(Fig3-(1))。事後アンケートでは講習
会内容の評価、新⽣児蘇⽣についての知識向上、新⽣児蘇⽣⼿技の⾃信、NCPR P コース内
容の不⾜事項、業務での有⽤性、消防署内での継続開催希望、同僚・上司への受講推奨など
を設問とした(Fig3-(2))。講習会内容の評価、新⽣児蘇⽣⼿技の⾃信、業務での有⽤性など
のスケール評価項⽬では、回答を 5段階(0-4)に数値化して評価に⽤いた。新⽣児蘇⽣⼿技
の⾃信については事前、事後の⽐較をおこなった。 
 
(3)NCPR P コース開始前(プレテスト前)と終了後(ポストテスト後)に図で⽰すような新⽣
児シミュレータによる各受講⽣の⼈⼯呼吸⼿技スキルのチェックをおこなった。 
⼈⼯呼吸⽤の蘇⽣⽤バッグとして、NCPR P コースおよびスキルチェックにはシングルユ
ースの市販品である⾃⼰膨張式バッグ、商品名トゥエンティワン レサシテータ(新⽣児
⽤)(株式会社グループ⼆⼗⼀(福岡市)製)(蘇⽣バッグ容量 280mL, ⼀回換気量平均値 
24mL, ポップオフバルブ(圧⼒制限弁)は 40mmH2O で調整不可)(Fig.4)を⽤いた。各受講
者はプレテスト前、ポストテスト後それぞれで、3kgの児を想定した Gaumard 社(US)製新
⽣児シミュレータ(Newborn HAL®S3010)(以下シミュレータ)に対して約 30 秒間の⼈⼯呼
吸をおこなった(Fig.5)。このシミュレータはタブレット端末と Bluetoothで接続、制御と記
録が可能である。定期的な気道内圧のキャリブレーションを必要とするが、タブレットと
Bluetooth接続し制御ソフトウェアを起動するだけで他の繁雑な作業を要せずに使⽤するこ
とができる。気管挿管、胸⾻圧迫、臍帯静脈路確保など多彩な⼿技シミュレーションとデー
タ記録が可能であるが、本研究では⼈⼯呼吸⼿技関連の項⽬として、各受講者がバッグバル
ブマスクによる⼈⼯呼吸を⾏った際の気道内圧情報の記録データを⽤いた。この記録デー
タはタブレット端末よりレポートおよび動画として参照可能である。記録データから得ら
れる気道内圧(Paw)曲線(Fig.6)から PIP(最⼤気道内圧[cmH2O])および Ti(呼気時間[sec])、
実際の換気回数から VR(呼吸回数[/min])が得られ(Fig.6)、これらを評価に⽤いた。 
・PIP(最⼤気道内圧[cmH2O]) 
 22-29cmH2Oを適正範囲と定義した。個々のバッグ加圧に対応する PIP を求め、加圧全
回数に対する適正な PIP が得られた割合(%PIPa)を受講者毎に算出した。%PIPaの変化を
事前、事後で⽐較した。 
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・Ti(呼気時間[sec]) 
 0.3-0.5秒を適正範囲と定義した。個々のバッグ加圧に対応する Tiを求め、その平均値を
受講者毎に算出した。適正な Ti が得られた受講者の割合の変化を事前、事後で⽐較した。 
・VR(呼吸回数[/min]) 
 NCPR での推奨どおりに 40-60回/分を適正範囲と定義した。受講者毎に達成できたかど
うか判定し、適正な VR が得られた受講者の割合の変化を事前、事後で⽐較した。 
 
(4)新型コロナウイルス感染症の蔓延に対する配慮 
本研究に際して NCPR P コースは新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の蔓延下での開催と
なったため、感染拡⼤のため以下の配慮が必要となった。 
コース開催可否 
 会場となる消防署本部の⽅針に従い、地域での新型コロナウイルス感染症の蔓延状況に
よってはコース開催を延期または中⽌とした。 
参加者の体調管理 
 受講者・講師とも発熱、上気道炎症状を受講前 1 週間以内に認めなかった者のみを参加
可能とした。当⽇も体温測定をおこなった。 
⾶沫・接触感染の予防  
500m2以上の⾯積の広い換気可能な開催会場を確保し、受講者数は最⼤ 8 名、講師は最⼤
4 名として過密状況を避けるとともにマスク、フェイスガードなどの個⼈⽤防護具装着を必
須とした。使⽤した新⽣児マネキン、シミュレータ、バッグバルブマスク、その他の器具は、
使⽤するその都度ごとにアルコールシート(濃度 50%以上のエチルアルコール含有)による
清拭を⾏った。また基本⼿技実習、ケースシナリオなどでは、その前後にアルコール(濃度
70%以上のエチルアルコール)による⼿指消毒を徹底して⾏った。 
 
統計処理 
 関連データの⽐較にはWilcoxon Matched Pairs Test、⽐率の検定には Chi square testを
⽤い、P＝0.05 を有意⽔準とした。 
 
研究についての倫理的配慮 
 本研究では、受講者は新⽣児シミュレータを⽤いて⼈⼯呼吸⼿技をおこない、その際に記
録されたデータを解析対象とする。通常の臨床研究のような患者の診療から得られるデー
タではない。新⽣児蘇⽣法講習会は⽇本国内で⽇常的に開催され、⼈⼯呼吸⼿技の練習は必
須の内容である。受講者の本研究に伴う有害事象または健康被害の可能性については該当
しないものと考える。ただしデータの使⽤については受講者から書⾯で承諾を得るものと
する。研究結果の公表については宮城県⽴こども病院倫理委員会で承認されている。(宮こ
倫第 568号) 
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結果 
 
(1)解析対象 
 NCPR P コースの開催回数は 9回、受講者数は 59 名であった。全受講者からデータの使
⽤について承諾を得た。、59 名のうち救急救命⼠は 50 名であった。この 50 名から得られ
たアンケート結果およびシミュレータのデータを解析対象とした。 
 
(2)アンケート結果の解析 
[事前アンケート] 
経験年数 
受講者の経験年数は 6.2±0.60,5,[0,20](平均値±標準誤差,中央値,[最⼤値,最⼩値][年])で
あった。このうち 5 年未満が 22(44%)と最多であった。 
受講動機(複数回答) 
知識を得たい 44(88%)、⼿技を⾝につけたい 42(84%)、NCPR資格取得 15(30%)、NCPR
更新 1(2%)、病院前コースだから 8(16%)、業務との関連が深い 24(48%)であった。 
新⽣児蘇⽣法講習会受講歴 
 8 名(16%)が新⽣児蘇⽣法講習会の受講歴があった。 
事例経験(複数回答) 
 病院施設外での事例経験について「あり」と回答したのは、分娩 7(14%)、新⽣児蘇⽣ 
3(6%)、新⽣児搬送 11(22%)であった。 
新⽣児蘇⽣⼿技の⾃信(事前) 
 回答をスコア化(平均値±標準誤差 ,中央値 ,[最⼤値 ,最⼩値])すると、酸素投与 
1.5±0.10,2,[0,3]、⼈⼯呼吸 1.3±0.09,1,[0,2]、胸⾻圧迫 1.8±0.12,2,[0,3]、新⽣児搬送 
1.3±0.10,1,[0,3]、搬送先選定 1.7±0.13,2,[0,4]となった。 
分娩時処置の経験(複数回答) 
 経験あり」と回答したのは、分娩介助 9(18%)、臍帯処置 8(16%)、⺟体処置 2(4%)、⺟
体搬送・産褥搬送 18(36%)、⺟体搬送先選定 10(20%)であった。 
 
[事後アンケート] 
NCPR P コース内容について 
 回答をスコア化すると講義時間 2.0±0.03,2,[1,3]、講義内容 2.0±0.04,2,[1,3]、実習時間 
1.9±0.03,2,[1,2]、実習内容 2.1±0.04,2,[1,3]、試験時間 2.0±0.02,2,[2,3]、試験内容 
1.9±0.04,2,[1,2]であった。 
新⽣児蘇⽣知識の向上 
 50 名(100%)で向上したと回答した。 
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新⽣児蘇⽣⼿技の⾃信(事後) 
 回答をスコア化すると酸素投与 3.1±0.08,3,[2,4]、⼈⼯呼吸 3.1±0.08,3,[2,4]、胸⾻圧迫 
3.3±0.08,3,[2,4]、新⽣児搬送 2.8±0.10,3,[1,4]、搬送先選定 2.9±0.10,3,[1,4]となった。
事前アンケートの同項⽬と⽐較すると、いずれの項⽬でも有意にスコアが上昇していた
(Table.1)。 
NCPR P コース内容の不⾜事項(複数回答) 
 分娩介助 12(24%)、臍帯処置 16(32%)、⺟体処置 17(34%)、⺟体搬送・産褥搬送 5(10%)、
⺟体搬送先選定 1(2%)、新⽣児搬送先選定 3(6%)であった。 
業務との関連、消防署での継続開催希望、同僚・上司への推奨 
 回答をそれぞれスコア化すると 3.7±0.07,4,[2,4]、3.7±0.08,4,[2,4]、3.6±0.08,4,[2,4]で
あった。 
 
(3)シミュレータによる⼈⼯呼吸⼿技スキルの評価 (Table.2) 
・PIP(最⼤気道内圧[cmH2O]) 
 %PIPaが 50%以上となる受講者数とその割合は、事前で 27(54%)、事後で 42(84%)であ
り、有意に(P=0.0025)増加していた。しかし、%PIPaが 80%以上となる受講者数とその割
合は事前で 13(26%)、事後で 20(40%)であり、増加はしていたが統計学的に有意ではなか
った。(P=0.15) 
・Ti(呼気時間[sec]) 
 適正な Ti(0.3-0.5sec)が得られた受講者数とその割合は、事前で 37(74%)、事後で 46(92%)
であり、有意に(P=0.016)増加していた。 
・VR(呼吸回数[/min]) 
 適正な VR が得られた受講者数とその割合は、事前で 25(50%)、事後で 34(68%)であり、
増加していたが統計学的に有意ではなかった(P=0.07)。 
 
(4)新型コロナウイルス感染症の蔓延に対する配慮により、コース開催は計 12 回計画され
たが 3 回は中⽌となった。受講不可となった受講者はなく、講習会後に感染症状を認めた
者もなかった。 
 
 
 
考察 
 
新⽣児蘇⽣⼿技実施の⾃信形成 
 新⽣児蘇⽣法講習会(NCPR P コース)の受講は、受講⽣の新⽣児蘇⽣⼿技実施の⾃信形
成に有⽤であった。 
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 事前アンケートでは、受講者の医療機関施設外での新⽣児蘇⽣の事例経験は 6%と少なく、
受講動機として⼿技を⾝につけたいというものが 84%と⾼率であったことから、実際の現
場での周産期事例は多くはなく、救急救命⼠が教育を受ける機会も限られていることが推
察された。 
 救急救命⼠を対象とした新⽣児蘇⽣法講習会(NCPR P コース)前後で、⼈⼯呼吸⼿技を
含みスコアの有意な上昇がみられたことから、NCPR P コースの受講は self-confidence形
成に有⽤であるといえる。他の職種も対象とした講習会(NCPR A, Bコース)でも同様の効
果はみられるという報告は散⾒されるが[5-7]、救急救命⼠を対象とした報告は本研究の他
にはみあたらない。 
 事後アンケートでは新⽣児蘇⽣の知識については全受講者が向上したと回答し、業務と
の関連、消防署での継続開催希望、同僚・上司への推奨で⽐較的⾼いスコアの回答が得られ
たことから、基本⼿技実習ととシナリオ演習を組み合わせた講習会内容は、受講者⾃⾝のニ
ーズにマッチし、受講者個⼈の継続学習意志についての内発的動機づけにポジティブな影
響を与えていると考えられた。 
 
新⽣児⼈⼯呼吸スキルの客観的向上 
 新⽣児蘇⽣法講習会(NCPR P コース)の受講は、受講⽣の新⽣児⼈⼯呼吸スキルの向上
に有⽤であった。先⾏研究でもシミュレータを⽤いた新⽣児蘇⽣法講習会の有⽤性が報告
されているが[8,9]、⼈⼯呼吸にフォーカスしたものは乏しい。本研究では事前と事後に新
⽣児シミュレータで気道内圧を観察し、PIP, Ti, VR について客観的な評価を試みた。本研
究で⽤いた蘇⽣⽤バッグは⾃⼰膨張式バッグであり、救急⾞⾞載物品としての採⽤はこの
形式のものが多い。⾃⼰膨張式バッグはポップオフバルブ(圧⼒制限弁)を備えているため、
過剰な気道内圧を避け、⼀定の換気量で⽐較的安全に⼈⼯呼吸が実施できるが、マスクの密
着不良などにより適切に換気されていない場合でもバギング操作が可能となる注意点があ
り、吸気相の胸郭の上がりを観察する以外の適切な換気モニタリング⽅法が乏しい。PIP お
よびTiを観測することで、より客観的な評価が可能となる。%PIPaが 50%以上、および適
正な Tiが得られた受講者数とその割合は、事後に有意に増加し、有効な⼈⼯換気を新⽣児
に提供できる可能性が⾼まることが⽰唆された。VR についても有意差は得られなかったが
適正な VR がが得られた受講者数とその割合は、事後に増加したことがわかった。 
 PIP, Ti, VR は完全に独⽴したものではない。スキルチェックに⽤いた蘇⽣⽤バッグは⾃
⼰膨張式バッグであり、適切な PIP まで加圧し VR が適切であれば、Tiは意識的にコント
ロールせずとも適正になる場合が多い。しかし有効かつ安全な⼈⼯呼吸のためには PIP が
適切であることが重要であり、新⽣児蘇⽣法講習会は⽬的を達していると考えられた。 
 
[本研究の Limitation] 
 本研究は対象を救急救命⼠に限った解析である。受講者の主観的および客観的解析をお
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こなったが、研究期間、研究費⽤の制限および新型コロナウイルス感染症の蔓延のため⼗分
な受講者数が得られなかった。継続学習の観点から定期的なスキルチェックを予定してい
たが、上記の状況により実⾏不可能であった。 
 救急救命⼠以外の職種に対してこの研究結果を準⽤することは不適切である。救命救急
⼠は成⼈の⼼肺蘇⽣については、蘇⽣⽤バッグなど器具の使⽤法をふくめ習熟しているが、
それ以外の職種では必ずしもそうではない。 
 新⽣児蘇⽣法講習会およびスキルチェックに⽤いた蘇⽣⽤バッグは、⾃⼰膨張式バッグ
であるため、流量膨張式バッグでのスキル向上については評価できない。また、新⽣児シミ
ュレータの想定する児は 3kg の満期出⽣児であり、早産、低出⽣体重児に本研究の結果が
適⽤できるものではない。 
 新⽣児シミュレータの機能⾯として、気道内圧測定精度は PIP で 1cmH2O, Ti で 0.1sec
である。また 10cmH2O 未満の弱い気道内圧は関知できないことが多い。しかし本研究が
ターゲットとする PIP, Tiについては解析可能な精度であると考えられた。VR については
実際の加圧回数をカウントする必要があった。 
 受講⽣へのフィードバックが不⼗分であった。新⽣児シミュレータから得られる客観的
な評価データについて、気道内圧曲線についての内容は NCPR の内容を超えるものであり、
コース内容の遵守と時間制限の観点から個々の受講⽣にフィードバックする機会が得られ
なかった。新⽣児シミュレータによる客観的評価がスキル向上判定に有⽤であると判明し
たため、将来的にこのような評価データを⽤いた講習会の構成が⼗分に考慮される。 
 事後アンケートにおける NCPR P コース内容の不⾜事項として、臍帯処置、⺟体処置が
30%以上で挙げられた。これらは本来は産科的⼿技に賊するが、とくに病院前においては新
⽣児蘇⽣と不可分な⼿技である。たとえば臍帯処置(切断・結紮など)が終了しなければ児の
移動が困難となり、蘇⽣⼿技が開始できない状況が想定される。NCPR P コースの内容に
ついては定期的に改訂される予定となっているため、将来このような⼿技内容が追加され
ることが期待される。 
 
 
結論 
 救急救命⼠を対象とした新⽣児蘇⽣法講習会(NCPR P コース)は、新⽣児蘇⽣⼿技実施
の⾃信形成に加えて、新⽣児⼈⼯呼吸スキルの客観的向上がその介⼊効果であることが⽰
された。 
 
 
おわりに 
 新⽣児⼈⼯呼吸スキルの客観的向上について解析した研究はこれまでほとんどない。新
⽣児蘇⽣法の適切な実施は児の予後改善に直結すると考えられ、救急救命⼠などによる病
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院前における役割が⼤きく期待されている。教育のための NCPR P コースの開催数は、需
要に対してまだ少ないと考えられる。本研究が各地での NCPR P コース開催を推進するた
めの⼀助となれば幸いである。 
 
 
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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図表キャプション 
 
Fig.1 
1-(1) 講習会全景. 換気可能な広い会場、受講者数の制限、個⼈⽤防護具装着 
1-(2) ⾃宅等での床上を想定した状況設定 
1-(3) ストレッチャー上での蘇⽣と模擬搬送 
1-(4) 救急⾞内を想定した実習スペースの設定 
 
Fig.2 
NCPR P コースとコース前後の評価 
 
Fig.3 アンケート⽤紙 
3-(1) 事前アンケート内容 
3-(2) 事後アンケート内容 
 
Fig.4 トゥエンティワン レサシテータ(新⽣児⽤) 
 
Fig.5 新⽣児シミュレータおよびスキルチェック 
5-(1) Gaumard 社(US)製新⽣児シミュレータ(Newborn HAL®S3010)  
5-(2) 受講⽣によるスキルチェック実施中外観 
 
Fig.6 気道内圧曲線と評価パラメータ 
 
Table.1 
⼿技実施の⾃信について、事前・事後アンケートでの評価 
 
Table.2 
事前・事後スキルチェックでの、換気パラメータ適正値到達割合(受講者毎) 
 
%PIPa: 適正な最⼤気道内圧の割合 
Ti: 吸気時間 
VR: 換気回数 
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講義
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事後アンケート

コース後評価
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事前アンケート

コース前評価

Fig.2



講習会アンケート   

    日付 

受講番号 

□にはチェック レ 

スケールには〇をつけて下さい。  回答例： 

 

(1)・職種(複数回答可) □救急救命士  □消防司令 □その他 

   ・経験年数(                )年 

 

(2)本講習会受講の動機について回答して下さい。(複数回答可) 

□知識を得たいため  □手技を身につけたいため □NCPR 資格取得のため 

□NCPR 資格更新のため □病院前のコースだから □業務との関連が深いから 

□参加費用が安いから □その他 (                                        ) 

 

(3) 新生児蘇生法講習会を以前に受講したことはありますか？ 

 □いいえ  □はい: □Aコース □Bコース □Sコース □その他(               ) 

 

(4) 新生児蘇生を含む、他の病院前周産期シミュレーションコースを受講したことはありますか？ 

 □いいえ  □はい: □ALSO   □BLSO   □その他(                             ) 

 

(5) 以下の事例の経験について回答して下さい。(件数はおよその数で構いません) 

・医療機関外・車内での分娩  □なし □あり (                  )件 

・医療機関外での新生児蘇生  □なし □あり (                  )件 

・医療機関外からの新生児搬送 □なし □あり (                  )件 

 

(6) 新生児蘇生手技等の実施について、どのくらい自信がありますか？ 

・酸素投与 

・人工呼吸(マスク・バッグ換気) 

・胸骨圧迫 

・新生児搬送 

・新生児搬送先選定 

 

(7) 分娩時処置の経験がある項目をチェックして下さい。(複数回答可) 

 □分娩介助・取扱い  □臍帯処置(クリップ、切断など) 

 □産後の母体処置(胎盤娩出, 子宮底マッサージなど) 

 □母体搬送・産褥搬送 □母体搬送先選定 

いいえ 

まったくない 

はい 

かなり 

いいえ 

まったくない 

はい 

かなり 

○前 

いいえ 

まったくない 

はい 

かなり 

いいえ 

まったくない 

はい 

かなり 

いいえ 

まったくない 

はい 

かなり 

いいえ 

まったくない 

はい 

かなり 

Fig.3-(1)



講習会アンケート 

 

(1) 今回の講習会の内容についてどう感じましたか？ 

 講義時間: □短すぎる □短い □適切 □長い □長すぎる 

 講義内容: □易しすぎる □易しい □適切 □難しい □難しすぎる 

 実習時間: □短すぎる □短い □適切 □長い □長すぎる 

 実習内容: □易しすぎる □易しい □適切 □難しい □難しすぎる 

 試験時間: □短すぎる □短い □適切 □長い □長すぎる 

 試験内容: □易しすぎる □易しい □適切 □難しい □難しすぎる 

 

(2) 新生児蘇生についての知識は向上しましたか？ 

 □はい □いいえ: どのような点がご自身にまだ不足していると思いますか？ 

   (                                                            ) 

(3) 新生児蘇生の手技について自信はつきましたか？ 

・酸素投与 

・人工呼吸(マスク・バッグ換気) 

・胸骨圧迫 

・新生児搬送 

・新生児搬送先選定 

 

(4) 新生児蘇生法 P コースの内容で不足しているのはどのような点と思いますか？(複数回答可) 

 □分娩介助・取扱い   □臍帯処置(クリップ、切断など) 

 □産後の母体処置(胎盤娩出, 子宮底マッサージなど)  

 □母体搬送・産褥搬送  □母体搬送先選定    

 □新生児搬送先選定 

 □その他(                                                  ) 

 

(5) 新生児蘇生法 P コースの内容は業務に役立ちそうですか？ 

 

(6) 消防署内での新生児蘇生法 P コースについて、 

 今後も継続開催したほうがよいとおもいますか？ 

 

(7) 同僚・上司に新生児蘇生法 P コースの受講を勧めたいですか？ 

 

(8) 本講習会について、感想を自由に記入して下さい。 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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⼿技実施の⾃信 事前 事後

n mean se mean se P value

酸素投与 50 1.5 +/- 0.10 3.1 +/- 0.084 <0.01

⼈⼯呼吸 50 1.3 +/- 0.094 3.1 +/- 0.081 <0.01

胸⾻圧迫 50 1.8 +/- 0.12 3.3 +/- 0.078 <0.01

新⽣児搬送 50 1.3 +/- 0.10 2.8 +/- 0.10 <0.01

搬送先選定 50 1.7 +/- 0.13 2.9 +/- 0.10 <0.01

Table.1



事前 (%) 事後 (%)

total n P value

%PIPa>=50% 50 27(54%) 42(84%) 0.0025 

%PIPa>=60% 50 24(48%) 35(70%) 0.035 

%PIPa>=70% 50 20(40%) 28(56%) 0.060 

%PIPa>=80% 50 13(26%) 20(40%) 0.16 

Ti 0.3-0.5s 50 37(74%) 46(92%) 0.016 

VR 40-60/min 50 25(50%) 34(68%) 0.070 

Table.2
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