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2007年からII本版新生児蘇生法(Neonatalcardiopulmonalyresuscitation:NCPR) i溝 習会が
I｣本周産期・新生児灰学会の公認ii牌習会として全II1展￨ﾙlされている.NCPRは￨』l際鰊'￨§連絡委
口会のコンセンサスから作成されたガイドラインを壁にして，わが{MIの現状にllllしたものとし

て￨ﾙ1発されている.NCPR荊習会としては, IIjl''lコース，一般コースがあり，それぞれ荊投と雅
本手技の実技実習， さらにシナリオ油洲が行われ，飛紀テストに合桁して所定のf統きを蹄む
ことで修了認定を受けることができる． さらに，認定者に対しては継続学習のためのスキルア
ップコース9 e‑ラーニングなどがあり， インスl､ラクター維成のためのインストラクター維成
コース，そのフォローアップコースがある. 2015年8月現在で聯i''l,一般コースの受識行数は

のべ8〃人を越え，わがIIIO)I/ill》臘期l据旅の現場に確実に没透しつつある.NCPR拙習会￨;M始後
に各医療機関における鮮生機器の1"liは進み,NCPRを蘇生法の標準とする施樅が多敢となっ
た．そして，それまで横ばいだった新′k児仮死を死141としたﾀ亡率は， 2007年以降，減少側向を
認めるようになっている．一方で，窄父( ・駿楽ブレンダーやCPAP装価の沖及， さらに，分娩立
ち会い体制にはまだ多くの課題が残っている.NCPRでは「すべての分娩に適切な新生児蘇生
法を習得した医療スタッフが新生児lll当肯として立ち会うことができる体制を確立すること」

を雌終目標として講習会を開雌している.NCPRによってわがIflの新生児蘇生の状況は大きく

変わってきているが，新生児仮ﾀとなった児の生命，神経学的予後さらにを攻I!『すべく，今後も
進歩，発展に努めて行かねばならない．
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化されていなかった3)−5）

出生時に蘇生処置を要する新生児は稀ではな

新生児蘇生法の標準化の流れ

く，約10％は何らかの蘇生処置を， さらに約1％
は胸骨圧迫や気管柿管,薬物投与などの高度な処

新生児蘇生法の歴史は浅く，これまでは成人の

置を要するといわれている')．わが国の出生数は

ものを応用する形で行われてきた． しかし，対象
が未熟で小さいこと，蘇生の現場が密室であるこ
となどから，伝承的な側面がより強く残っていた．

年間約100万人であり，したがって蘇生処置を要

する児は年IIMで約10万人となり，約1万人は樋極
的な蘇生なしには生存が危ぶまれることになる．

現代の新生児蘇生法は1960年代にその原型が

わが国の分娩，出生の状況としては，分娩の

形作られたといえる.Apga1･V.は出生直後の新生

99.8％は医療機関で行われているが，分娩施設の

児の健康状態の評mli法としてApgarスコア(ApS)

内訳では病院と産科診療所がほぼ半数ずつとなっ

を考案した6)7).ApSは出生後1, 5分の時点での

ている2)． したがって，ハイリスク分娩や胎児異

呼吸,心拍,筋緊張,反射,皮噛色を2点満点で判

常が予知されていない場合には新生児を専門とし

定（計10点満点） し，その合計点によって児の

た医師が立ち合っていない場合がほとんどといえ

状態を評価するものである.AI)Sの7点以上が正

る． さらに，新生児の蘇生やその教育方法に関し

常で，それ未満が仮死とされる． この方法は測定

ては，各大学や地域医師会などでの限定的な範囲

機器を必要とせず，簡易であることから世界標準

で検討されることが多く，蘇生機器，物品も標準

の方法として次第に受け入れられていった．
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し, ILCORとの連桃が正式に始まっている．

ることが提案され，多くのテキストで採川されて

AHA2000心ll,li鰊'klZl際ガイドラインでは， 「す

いる8)9)．つまり，出生後1分のApS7〜10点で

べての分娩に新生児の蘇生を￨ﾙl始することのでき

は口咽頭l吸引と体温保持を， 4〜6点では駿業投

る要貝が少なくともひとり，卯｛[で立ち会うべき

与と皮膚刺激（呼吸I!ll激）を, 0〜3点では気管

である． さらに女(櫛挿悩;と薬剤投‑lj.を含むすべて

挿管と心マッサージを行う8）といったように，

の蘇生技術をⅢiえているものが，いつでも手助け

ApSは蘇生の適応と評illiのilj方で用いられた．

できるようにしておくべきである」と椎奨してい

ApSを川いることで蘇生の適応とin症度に応じた

る7)． この体ilill囎附のiII要性はILCORが2005年

処撹， そしてその効果が検討されるようになり，

に発表したCollsensus20058)でも改めて強調さ

新生児蘇生法やその教育法が客観的に『洲lliされる

れている．

ようになった．

このような流れを受けて，アメリカ小児科学会

わが国の新生児蘇生法講習会の流れ

(SteeringCommitleeoftheAmericanAca(lemyof
Pediatrics:AAP)がアメリカ心臓学会(American

わがIMIでは2004年から大￨"ilr医師会，長野県

HeartAssociation:AHA) と協力し, 1987年から

立こども〃j院，埼玉医科大学総合咲療センター等

周産期医旅従小昔を対象とした標準的な新'k児心

で新生児心肺蘇生法講習会が開雌されるようにな

肺蘇生法の識習会(NeonatalRcsuscitationPro‑

った．世界的な流れとわがllilでの佃々の取り組み

gram:NRP)を開始した.NRPは雌kf技のﾘｷ及

をふまえ， 2004年度からl'"k労働1j↑児童家庭局研

にとどまらず，識習会制度，鮮生体制幣備にも貢

究「アウトカムを指標としベンチマーク手法を用

献していった．鰊生法全般に￨腱lしては，新生児か

いた間のR.Iいケアを提供する「ﾊ'il潅期If子医療セ

ら小児，成人までを含めた脈生法の隙峨化と教育

ンターネットワーク」の椛築に￨兜lする研究」 （主

効果向上を目的として， 1992年に'五l際蘇生連絡委

任研究稀：藤村ll劃ｿ『）班のなかの分I1!研究とし

員会(IntemalionalLiaisonCommilleeonResus‑

て，

citation: ILCOR)が設立された10). ILCORは

新生児心llili蘇生法の研修プログラムの作成と研修

EBMに基づいて，成人，小児，新'￨晶児別に蘇生法

システムの榊築とその効果に関する研究」 （分担

の基本的，包柄的な考え方をConsensusonSci‑

研究打: III村正徳）が開姑され，識義と実技実習，

enceandTreatmentRecommen(lati()ns

シナリオ油習からなる蘇生法祇習会が開催される

(CoSTR,

「小児科医・潅科医・助産ilili ･硫幽師向けの

2005以前はCollsensus)11)‑13)として発表し, 5

ようになった． この研究成果をもとにして， 2007

年毎に改訂.をinねている．それを受け，各加盟地

年7月から日本IM産期・新生児医学会新生児蘇生

域協議会は各地域の社会的・文化的背l;!や阪療水

法委jj会（新'￨弓児蘇生法沸及1ド業）の公認講習会

準に見合った蘇生法のガイドラインを提示する．

として, NCPR(NeonatalCardio‑Pulmonary
ReSuSCilali()'')赫習会制庇が開始された10).

この地域別ガイドラインを受けて，地域協縦会に
加盟する各剛体は実際の蘇生法に関する教材（テ

キストやスライド，ⅦRなど）を母I I;l諾で作成
し，関係背に対しでﾉﾐ技荊習会を通じて陳雌的な
蘇生法の艸及をIXIることになる（図l).

l.NCPR講習会の種類lo)16)17）
NCPR拙習会の公認コースとしては, II.3度な蘇
生法を習ｲ(｝するための州:''lコース

(Aコース） と

わがllilとILCORのIMI係としては, H本鮮生協

基本的な脈￨晶法を習得する一般コース (Bコース),

議会(JapanResuscitationCouncil;JRC)がII!心
となってアジア蘇生協議会を立ち上げて， 2006年

さらにインスl､ラクターを従成するためのインス

5月にILCORに加盟している． さらに， 日本周産

学． ￨笙旅の!￨1でもとりわけ心ll,li蘇生法は瞬時の判

期・新生児灰学会は2007年4月よI)JRCに加臘

断と的確なf技が求められる分野であり，教育方

トラクター従成コース

(Iコース）がある．医
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NCPR識習会の概要

法もそれ故の特殊性がある．つまり，知識を得て，

一ス(Sコース), インストラクターのスキルア

それを深めていくだけでは，実際に仮死となって

ップのためのフォローァップコース(Fコース）

いる新生児に対して有効な治療を行うことはでき

が用意されている． さらに,NCPRトレーニング

ない．確実な蘇生手技ができること，児の状態を

サイトが全図21か所に配置され，識習会や学習

正確に評価したうえで，それを適切な順序・場面

支援の中心的役割を担っている．

で実践できなければならない． したがって，講習
会では講義と実技実習，そして蘇生シミュレーシ

6,600回の講習会が開催され，のべ84,000人以上

ョンが行われる（図2)．講習会の最後にペーパー

が講習会を受誌している. Iコースを修了したイ

2015年7月末の時点でA,Bコース合わせて約

テストを行い，一定の基準に達した場合に合格と

ンストラクターは現在約3,000人となり，年間

なり，所定の手続き後に修了認定証が発行される．

600回前後の識習会が開催されている．それぞれ

また，医学知識，手技はそれを継続的に学習し

のコースの受誰，開催方法は新生児蘇生法普及事

ない場合，習得して3〜6か月後にはその能力が

業ホームページ(hitp://www.ncprjp/)に詳荊11に

低下することが多くの研究から明らかになってき

記救されている．

た18). 自己学習や継続学習の重要性が再認識さ
れており,NCPRでは修了認定者に向けた学習支
援サービスが行われている．知識支援のためのイ

2.NCPRの実際14)‑16)

現在公表されているものはCoSTR2010,ガイド

ンターネットを利用したe‑ラーニングシステム，

ライン2010のアルゴリズム（図3)14)であるが，

蘇生手技のトレーニングのためのスキルアップコ

エビデンスに基づいて2015年末にCoSIR改訂が

和田：日本版新生児鰊生法の展開とその効果

279

ｰ

／垂鴛璽ﾂｸポｲﾝﾄ
、ﾐ譲鵜聴竪

囮

すべて認めない

〜

ルーチンケア

Iいずれかを認める

(母親のそばで）
・保温
・気道開通
・皮膚乾燥

▼

蘇生の初期処置
保温

体位保持，気道開通（胎便除去を含む）

皮層乾燥と刺激

さらなる評価
自発呼吸あり

自発呼吸なし
−

￨函

あるいは

かつ

心拍100/分未満

心拍100/分以上

目標SpO2
経過時間SpO2値
1分
60％−

一↓
一一一〜
一

↓一

‐

人工呼吸（通）

なし

努力呼吸とチアノーゼの確認

SpO2モニタ

〜〜

一

3分
5分

70%−
80％−

10分
90％‑
95％を超えないように

一

力呼吸と中心性
60−

回

100/分未満

ご踊羅諺

チアノーゼあり

100/分以上

号ニタ
SpO2モニタ

＝

CPAPまたは酸素投与を検討
素投与を検討
60/分未満
〜

一一〜

人工呼吸と胸骨圧迫

（1；3） （率や）

なし

努力呼吸とﾁｱﾉｰぜの確認

一一
60/分以上

努力呼吸と中心性

垂唾

↓ﾁｱﾉｰゼあり

人工呼吸を開始する

I"′分未満

蘇生後のケア
努力呼吸のみ続く場合は
原因検索とCPAPを検討
中心性チアノーゼのみ続く

人工呼吸と胸骨圧迫に加えて以下の実施を検討する
・アドレナリン

・生理食塩水（出血が疑われる場合）

場合はチアノーゼ性心疾患

・原因検索

を鑑別する

心拍60/分以上に回復したら
人工呼吸へ戻る（風）

･人工呼吸：新生児仮死では90％以上はバッグ・マスク
換気だけで改善するので急いで挿管しなくてよい
．，人工呼吸と胸骨圧迫： 1分間では人工呼吸30回と
胸骨圧迫90回となる
図3

NCPR2010アルゴリズム

行われた．以下は本稿作成時の2010年版ガイド

を約30秒毎に繰り返し行うように設計されてい

ライン14)15）に則って述べていく.NCPRではア

る

ルゴリズムにしたがって蘇生の適応を判断し，鮮
生を進めていく．蘇生適応は，①早産児，②無呼
吸，③筋緊張低下の3項目で判定し，いずれか一

収容し，羊水を拭いて体温を保つ．気道開通の体
位を取り，必要に応じて気道吸引を行い，呼I吸刺

つでも当てはまった場合は蘇生法のステップに入

激は背中や足底をさする刺激にとどめる．一次性

り，初期処置を行う．アルゴリズムは評mliと処置

無呼l吸であれば初期処徹によって呼吸心拍の回

蘇生の初期処置としては，児を開放式保育器に
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復が期待できるが，価l復しない娚合は二次性無呼

￨Ⅱ￨む強さで圧迫する. iiijl歌指法（推奨） と二本指

吸の可能性が高いためI'I:ちに人工llfl吸を開始する．

法があり，胸''1．圧迫31i'lと人工呼吸lllllをlクー

人工IIIzI股においては，正lUl巌児は空女(で，在胎

ルとし， 1クールを2秒￨H1で行う. llm'月･l li迫の際

32週以下の早産児では30〜40％の駿素を川い

は低酸素liljirの状態と琴えられるため, 80%以上

る．酸衆飽11度モニタのプローベを打手に巻くこ

の高濃度酸紫による人でI:呼￨肢を行う．

とで，出生il'l:後の児の脳の酸紫化を評価すること

｜￨剛骨圧迫を3()秒行っても徐脈がlul復しない場

ができる．その後は酸糸飽ｲ11度のllliを指標としな

合は薬物投与を行う．第一選択はアドレナリンの

がら酸素淡度を調節していく．人工呼吸の回数は

急速締注で，その反応によってはil間蝋血液を増や

40〜601n1/分, 20cmH"O前後でll吋が挙がる換女（

す目的で生EI!食蝋水を緩徐に投与する．

圧を目安とする．バッグ・マスクの人工呼吸が有

一方，初期処世で呼吸を￨;M始し，心拍が100回／

効でない， もしくは長時間統く賜合は，気梼抑制；

分以上の場合には， さらにllf吸が安定するように

による人̲I:呼I吸も検討される．

その後の処I趾を行っていく．

人正呼吸を30秒行っても心ｲrI数が60回/分未

このようにNCPRにおいては，蘇生適応の判定

満の場合には，人工呼吸と胸'汁圧迫を開始する．

にApSは用いず,蘇't法のアルゴリズムに則って

胸骨圧迫と人工呼I吸は述助して行い，胸骨圧迫は

出生面後から処ir.tを￨ﾙl始する．つまり,ApSは蘇

胸'汁の下1/3の部位を，胸郭前後径の1/3程度が

生の適応としてではなく，蘇生に対して児がどの

出生時仮死を主因とする早期新生児死亡率（出生1000対）
1998〜2011人口動態統計より
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出生時仮死を主lrlとする早期新生児死亡率の推移(IMilO(X)対）
1998〜2011年人｢l助態統計より
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配股は周産期専門医研修施設においてもまだ十分

とは言えない状況であった． さらに，依然として，
間産期専門医研修施設においても90％の施設が
NCPR講習会の成果

ハイリスク分娩にのみ新生児蘇生担当者が配置さ
れる体制にとどまっていた．

1 ．新生児仮死の児の予後

わが国の人口勁態統計によると出生時仮死を主

3．新たな教育方法

因とする早期新生児（生後1週未満）死亡率は

これまでのわが国の医学教育は古典的な講義や

1998年から2006年の8年￨Alにわたり0.10から

徒弟教示形式によるものが主流となっていた． し

0.11%｡のIMIで推移していた． 2007年のNCPRIIM

かし，年々高度化する医学知識，医療技術を修得

始後，その死亡率は0．08%｡以 ドに減少し，若干の

していくためには，そのような教育法の限界も指

変動はあるものの，その後も低下傾向を示してい

摘されてきた． また，忠街利益・医療安全の点か

る（図4)'0).

らもより安全を確保された教が方法が求められて

この背鼓にはNCPR識習会による標準的な蘇

きている． Consensus20058)では蘇生法において

生法の普及， さらに間産期医療に関係する者の意

シミュレーション教育が有効であることが強調さ

識の高まりが関係した可能性がある．一方で， ！'！

れ,NCPRでもその教育の根幹をなすものはシミ

等症から重度の新生児仮死の児の発症頻度に関し

ュレーションを基盤とした教育法となっている．

ても今後は訓杏研究を行って明らかにしていく必

この教育法を推進してくため,NCPRのインスト

要がある．

ラクター養成のためのIコースは指導法の習得に
特化したコースに改編された．改編後の新Iコー

2．新生児蘇生で使用する機器，物品の標準化

スでは，教育法の講義ののちに，受講者に基本手

NCPR講習会が開雌される以前のわが国の新生

技指導やシナリオ演習指導を実際に行うことを課

児蘇生の問題点の一つとして，新生児蘇生で使川

している． このコース修了打においては， インス

される医療機器が標準化されていなかったことが

トラクショナルスキル，及びインストラクターと

挙げられる4)−6).NCPRによって標準的な蘇生

しての活動性の向上が証Iﾘlされている23)24)．

機器，物品がリストアップされるようになったこ

NCPR諭習会で受識生が体験したシミュレーシ

とより，それらの医旅現場での普及状況にも変化

ョン教育法は，デブリーフィングやファシリテー

が現れている．

ションなどの手法とともにﾊﾘ産期医旅の分野に新

2005年から経'1＃的に行われている全￨玉l調杏に

たな教育方法をひろめつつある．

よれば，最新の2013年の洲査19)‑22）によると，
産科施設においては95％以上の施設で分娩施設

NCPR講習会の課題

に新生児用の酸素飽和度モニタが常備されるよう

になり，開業助産施設においても約80％の施設
で吸引装置や新生児川の酸素飽和度モニタが常IIIi

1 ．ガイドライン改訂と国際展開
新生児仮死の原因の多くは出生後の呼I吸不全と

されるようになった． NCPR開始前には蘇生法の

いわれ，新生児蘇生では適切な人工呼吸が最も重

マニュアルは分娩施設の20％にあったのみであ

視されている． この原!!llは変わらないものの，適

るが， 2013年には80％以̲'2の施設がNCPRをマ

切な酸素濃度や換気城， さらに術畷lil液埜や薬物

ニュアルとして使川していた． さらに分娩施設の

投与， さらに超早産児の鰊生法など，依然として

95％以上にNCPRの受講生がいる体制となって

解決すべき問題点が多く存在している．わが国の

いる．

新生児医療の経験や成果， さらに基礎・臨床研究

一方で酸素・空気ブレンダー,CPAP用機器の

をCoSTRの改訂に反映させていくのもこれから
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の課題と思われる．

また，わが'玉￨で展開しているNCPRであるが，

て蘇生手技を進めていくことが求められる．
NCPRはlllil々の医旅スタッフのスキルアップを図

新生児蘇生の分野における国際協力にも期待が間

ってきたが，今後はNCPRをチーム医療に取り入

まってきている． これまでもJICAからの要箭,'iに

れていく方策が求められる．

よってアジアやアフリカの開発途上唾￨のﾊﾘ雌期医
至叩

結

療スタッフを対象として，新生児蘇生法の実技識
習会を開樅してきた． また，講習会制度の設計，
開発に関しても，アジアの国々を中心に本ﾘ業に

NCPRでは「すべての分娩に適切な新生児鰊生

関する問い合わせが多く寄せられている．どのよ

法を習得した医療スタッフが新生児担当者として

うな形の国際典献が可能なのか，今後のNCPR'￨f

立ち会うことができる体制を確立すること」を妓

業に課された問題として取り組んでいかなければ

終目標として講習会をi刑催している.NCPRによ

ならない．

ってわが国の新生児蘇生の状況は大きく変わって

きているが， さらに新生児仮死となった児の生命，
2．産科医療補償制度との連携

産科医療袖伽lill度(http://www.sanka‑hl).

神経学的予後を改善すべく，今後も進歩，発展に
努めて行かねばならない．

jcqhc.or・jp/)は，分娩に関連して発症した亜度脳
性麻痒児とその家族の経済的負担を速やかに袖悩

謝辞

するとともに，脳'性麻郷発症の原因分析を行い，

NCPRは[1本肘瀧期・新生児学会， 日本産婦人科医

再発防止に資する'i'i報を提供することなどによ

会, n本産科姉人科学会， 日本小児科学会, II本助産帥

り，紛争の防止・早期解決および産科医旅の蘭の

学会, H本母性術唯学会などの学会，剛体のご支援と，

向上を同ることをII的に, 2009年から迎川が始ま
っている．本制度の原'九l分析，再発防止に関する

第1，第3，第5IIIIの報告において，新生児蘇生に
関する事例が多く取り上げられている．本報告『1ド
では周産101医旅関係者がNCPR誰習会を受誰す

べきであることが述べられ，講習会の受誰を支援

厚生労働省科学研究「Consensus2010に基づく新しい
日本版新生児鮮生法ガイドラインの確立・将及とその

効果の評illiに関する研究（分拙研究者lll村正蝕)」，
｢Consensus2010にJIfづく新しい日本版新生児蘇生法ガ
イドラインの確立・辨及とその効果の評価に関する研

究」等，多くの皆さまのお力添えによって腱￨ﾙlされてい
る．何より実際の臨床現場でその実践にあたっている周

するための行政的な対策を'五lおよび地〃自治体に

産期医療関係肴のご支援の賜物であり，関係者の皆様に

要望している．

深く感謝いたします．

これらの事例，提言をふまえ，

NCPR講習会プログラムを再検討し，改訂を行っ
ていく必要がある．

また，本稿のIﾉ1容の一部はJSPS科研茜25460613,
16KO9166の助成を受けたものです．

3．個々のスキルアップからチーム医療推進へ
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