
平成 21 年 5 月 26 日 

 

一般社団法人 日本臨床救急医学会 

学校への BLS 教育導入検討委員会 活動報告書 

 

はじめに 

 

平成 20 年 4 月当時有限責任中間法人日本臨床救急医学会において、「学校への BLS 教育導入

検討委員会」が設立された。設立の目的は、学校教育内における心肺蘇生法講習会（以下、BLS 講

習会）の重要性を十分考慮した上で、児童及び教員が学校内で BLS を受講でき、指導しやすい効

果的な方法を検討し、それらの方策を関係各所で実施できる方策を検討してきた。 

その結果、消防機関やＢＬＳ指導者、さらに学校専門家の意見を取り入れ、４５分または９０分程度

で心肺蘇生法を実践できる指導コンセンサスの作成を行なった。この指導コンセンサスはあくまでも

子どもたちに、心肺蘇生法の指導を通じて「命を大事にする」ことを根付かせることがその到達目標

であり、各教育機関において心肺蘇生法教育導入をはかり、将来的には、国民に広く心肺蘇生法を

普及するための基礎となる。学校の授業時間に合わせ、さまざまな教材や指導上の工夫を加えつつ

も、日本版ガイドライン２００５に準拠し、重要な部分をあますことなく指導するように記した。時間を短

くすることが主眼ではなく、学校の生徒ひとりひとりに心肺蘇生法を理解させ、いざという時心肺蘇生

法を実践できることが最終目標である。 

本委員会では医師、および現場で実際に BLS 教育を普及している関係者を招聘し、本委員会を

構成している。学校教育内において指導を行っているのは地域の消防が担っていることも多いため

総務省消防庁、文部科学省、厚生労働省と関係省庁にオブザーバーとして関与していただいてい

る。また現場の声をより反映させるため小委員会を設置し、全国学校安全教育研究大会、関係教育

委員会委員にも参加していただいている。さらに門戸の視野を広げるため、小委員会には教育学の

専門家やライフセービング協会にも協力をいただいており、より現場の意見を取り入れなおかつ本委

員会として提言できることはなにかを常に見据え検討会を展開してきた。 

 

 委員会が立ち上がり、1 年が経過した現在までの検討内容をここに報告することと同時に、委員各

位のこれまでのご尽力に深く感謝し、本委員会では今後更なる展開をしていく所存である。 
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委員会の体制 
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学校へのＢＬＳ教育導入検討委員会 

一覧（順不同・敬称略） 

（委員） 

内田 健夫  日本医師会 

石見  拓  京都大学保健管理センター 

佐々木 靖  札幌市消防局 

瀧澤 秀行  東京消防庁救急部 

中川  隆  愛知医科大学附属病院 

花山  昇  神戸市消防局警防部 

西本 泰久  大阪医科大学 

松井 道宣  京都九条病院 

山口 智鶴子 日本救急看護学会 

（オブザーバー） 

中野 公介  厚生労働省 

溝口 達弘  総務省消防庁 

学校ＢＬＳ教育小委員会 

一覧（順不同・敬称略） 

（委員） 

杉田 克生  千葉大学教育学部 

清水 直樹  国立成育医療センター 

櫻井  勝  国士舘大学 

安田 康晴  京都橘大学 

矢萩 惠一  前西新井第一小学校 

谷口  実  土浦第一高等学校 

小峯  力  流通経済大学 

阿野 千里  帝塚山学院小学校 

三渕 拓司  北九州市消防局 

（書記・事務） 

高橋 宏幸  国士舘大学大学院 

高山  研  文部科学省  

（書記・事務） 

高橋 宏幸  国士舘大学大学院 

学校へのBLS導入検討委員会（本委員会）
※日本臨床救急委員会 会員で構成

学校へのBLS導入検討委員会（小委員会）
※学校教育現場で指導にあたっている専門家で構成（本学会 非会員含む）

オブザーバー
厚生労働省医政局
総務省消防庁
文部科学省スポーツ・青少年局

消防組織委員会

日本医師会
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小学校・高等学校・大学 教員

日本小児救急医学会
日本ライフセービング協会

全国救急救命士教育施設協議会

民間心肺蘇生法普及団体
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これまでの経緯 

 

第 1 回「学校への BLS 教育導入検討委員会」 

Ⅰ．日 時  ：平成 20 年 4 月 18 日（金） １６：００～１８：００ 
Ⅱ．会 場  ：東京ガーデンパレス 3 階「桂の間」東京都文京区湯島１－７－５ 
Ⅲ．出席委員 ： 

   田中 委員長、今川 委員、石見 委員、内田 委員、田中 委員、中川 委員、 
中田 委員、西本委員、松井委員、高橋 書記・事務 

Ⅳ．次第   ： 
（１）開会 
（２）委員長挨拶 
（３）委員及び出席者紹介 
（４）議事 

１）委員会の目的 
２）委員の推挙・小委員会の設置 
３）本委員会・小委員会の検討事項 
４）これまでの研究･分析の紹介（田中グループの研究報告） 
５）今後における研究の方向性と進捗スケジュールについて 

Ⅴ．決議内容   ： 

１） 委員会の構成について（追加委員の推挙、小委員会の設置について） 

２） 実際に行われている学校教育の調査の検討 

３） これまでに各普及団体が行っている取り組みの紹介 

４） 視聴覚教材の検討 

 

第２回「学校への BLS 教育導入検討委員会」 ワークショップ 

Ⅰ．日 時  ：平成 20 年 4 月 29 日（火） ９：００～１８：００ 
 Ⅱ．会 場  ：大阪医科大学 新講義実習棟 3 階３０１教室 大阪府高槻市大学町２－７ 
 Ⅲ．出席委員 ： 
  田中 委員長、石見 委員、佐々木 委員、田中 委員、中田 委員、西本委員、 

高橋 書記・事務 
 Ⅳ．次第   ： 

（１）開会 
（２）ワークショップ 学校教育内における心肺蘇生法講習会カリキュラムについて 

 Ⅴ．決議事項   ： 

１） 心肺蘇生法講習会に関する論点の整理 

・ 日本ガイドラインとの整合性 

・ 学校教育に即した講習会の検討 

２） コンセンサスの検討 



第３回「学校への BLS 教育導入検討委員会」 

Ⅰ．日 時  ：平成 20 年 6 月 8 日（日） １５：００～１７：００ 
 Ⅱ．会 場  ：東京ビッグサイト 会議棟６階６０２会議室  

東京都江東区有明３－２１－１ 
 Ⅲ．出席委員 ： 

田中 委員長、佐々木 委員、中川 委員、西本 委員、松井 委員、山口委員、 
高山 先生、溝口 先生、高橋 書記・事務 

 Ⅳ．次第   ： 
（１）開会 
（２）議事 
   １）新規委員紹介 

２）本委員会の活動の方向性 
３）ワークショップの報告 

 Ⅴ．決議事項   ： 

１） 学校への BLS 教育用心肺蘇生法講習会コンセンサスの検討 

 

第１回「学校 BLS 教育小委員会」 

Ⅰ．日 時  ：平成 20 年 6 月 17 日（火） １７：００～１９：３０ 
 Ⅱ．会 場  ：東京ガーデンパレス 2 階「牡丹の間」 東京都文京区湯島１－７－５ 
 Ⅲ．出席委員 ： 
   田中 委員長、阿野 委員、櫻井 委員、杉田 委員、谷口 委員、三渕 委員、 

安田 委員、高橋 書記・事務 
 Ⅳ．次第   ： 

（１）開会 
（２）委員長挨拶 
（３）委員及び出席者紹介 
（４）議事 

６）委員会の目的 
７）委員会について意見交換 
８）小委員会の検討事項 

（５）今後における方向性と進捗スケジュールについて 

Ⅴ．決議事項   ： 

１） 小委員会の設置 

２） 学校への BLS 普及の際の学校保健等に関わる問題点の整理 

３） 学校への BLS 教育用心肺蘇生法講習会コンセンサスの検討 

 

 

 

 



第４回「学校への BLS 教育導入検討委員会」 

Ⅰ．日 時  ：平成 20 年 8 月 29 日（金） １７：００～２０：００ 
 Ⅱ．会 場  ：新サンケイビル８階 ㈱アビダス セミナールーム２ 
         大阪府大阪市北区梅田 2-5-2 
 Ⅲ．出席委員 ： 
   田中 委員長、西本 委員、松井 委員、山口 委員、石見 委員、中田 委員、 

阿野 委員（小委員会より参加）、高橋 書記・事務 
 Ⅳ．次第   ： 

（１）開会 
（２）議事 
   １）指導要領（案）の確認 

２）コース申請について（HP より教材のダウンロード、修了証のフォーム等） 
３）今後の他学会、総務省、厚生労働省、文部科学省、救急医療財団等との連携 
４）その他 

  （３）閉会 
Ⅴ．決議事項   ： 

１） コンセンサス（指導要領）の検討 

２） 学校への BLS 普及の際の学校保健等に関わる問題点の整理 

 

第 1 回「学校への BLS 教育導入検討委員会 学校ＢＬＳ教育小委員会合同委員会」 

Ⅰ．日 時  ：平成 21 年 4 月 3 日（金） １６：００～１８：００ 
 Ⅱ．会 場  ：東京ガーデンパレス 3 階 「 橘の間 」 
         東京都文京区湯島 1-7-5 
 Ⅲ．出席委員 ： 
  田中 委員長、内田 委員、松井 委員、中川 委員、山口 委員、石見 委員、 

瀧澤 委員、佐々木 委員、溝口 先生、中野 先生、阿野 委員、小峯 委員、 
櫻井 委員、杉田 委員、谷口 委員、三渕 委員、矢萩 委員、（高橋 書記・事務） 

 Ⅳ．次第   ： 
（１）開会 
（２）議事 

１）本委員会、小委員会 委員紹介 
２）委員会のこれまでの経緯 
３）今後の検討課題 
４）その他 

  （３）閉会 
Ⅴ．決議事項   ： 

１） コンセンサス（指導要領）の検討：本委員と小委員の細部のすり合わせ 

２） 学校への BLS 普及の際の学会からの提示方法などの方策 


