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原著論文 
 

国立病院機構仙台医療センターにおける 

新生児蘇生法（NCPR）普及事業への取り組み 
 

                                                        

加賀元宗 1)、菊池美穂 2)、渡邉美紀江 2,4)、渡邉浩司 1)、武山陽一 3) 

1) 国立病院機構 仙台医療センター 母子医療センター 新生児科、2) 同 看護部 

3) 同 産婦人科、4) 国立病院機構 福島病院 看護部 

 

<<抄録>>                                            

日本周産期・新生児医学会は、2007 年から日本版新生児蘇生法（NCPR）普及事業を開始した。NCPR

普及事業の目的は、｢すべての分娩に新生児蘇生法を習得した医療スタッフが新生児の担当者として立ち会

うことができる体制｣の確立である。適切な新生児蘇生は、これからの長い人生を歩む新生児の後遺症なき

生存に大変重要である。国立病院機構仙台医療センターは新生児集中治療室を有し、年間分娩数は約 1000

件であり、東北地方有数の分娩施設である。2015 年から当院でも NCPR 普及事業を開始した。当院で分娩

に携わる医療スタッフは、産婦人科医師 11 名、小児科医師 12 名、助産師 52 名の計 75 名であり、当院で

の NCPR 講習会開催前から、外部の NCPR 講習会で資格を取得していたのは 22 名で、全体の 29％であっ

た。当院ではこれまでに計 3 回の NCPR 講習会を開催し、新たに 25 名が A コースの資格を得た。現在、

分娩に携わる医療スタッフの 63％が新生児蘇生の資格を習得している。当院で出生した児の後遺症なき生

存のため、今後も継続して講習会を開催し、NCPR を普及していくと共に、資格取得者の蘇生技術の質の

維持を目的としたスキルアップコースの開催も行っていく予定である。 

                                                

キーワード：新生児蘇生法、後遺症なき生存、産科病棟、新生児集中治療室 

（平成 28 年 3 月 23 日受領、平成 28 年 5 月 31 日採用） 

 

 

１ はじめに 

日本周産期・新生児医学会は、2007 年から日本

版新生児蘇生法（Neonatal Cardiopulmonary 

Resuscitation: NCPR）普及事業を開始した 1)。

NCPR 普及事業の目的は、国際標準に則った新生児

蘇生法の理論と具体的手技を、周産期・新生児医療

に携わるすべての医療スタッフが習得することで

ある 2)。国立病院医機構仙台医療センター（当院）

は新生児集中治療室（NICU）を有し、年間分娩数

は約 1000 件であり、東北地方有数の分娩施設であ

る。2015 年から当院でも NCPR 普及事業を開始し

た。 

 

２ NCPR 普及事業 

 日本周産期・新生児医学会は、新生児蘇生法委員

会を組織し、｢すべての分娩に新生児蘇生法を習得

した医療スタッフが新生児の担当者として立ち会

うことができる体制｣の確立を目指し、2007 年 7 月

から NCPR 普及事業を開始した 3)。本事業の主た

る活動は、出生時に胎外呼吸循環が順調に移行でき

ない新生児に対して、いかにして心肺蘇生法を行う

べきかを学ぶことを目的とした「NCPR 講習会」の
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開催である。講習会受講後、試験に合格し所定の手

続きを経て「新生児蘇生法修了認定」の資格を得る

事ができる 3)。講習会には、A コース（専門コース：

新生児蘇生に携わる専門性の高い看護師・助産師、

二次・三次周産期医療機関の医師等）、B コース（一

般コース：新生児蘇生に携わる一般の看護師・助産

師、一次周産期医療機関の医師等）、I コース（イン

ストラクター養成コース：A コースの認定を修了し、

所定の要件を満たした新生児蘇生に携わる専門性

の高い医師、看護師・助産師）がある 3)。 

 

３ 当院の周産期体制 

当院は宮城県地域周産期母子医療センターに指

定されており、産婦人科病床数 40 床、新生児病床

数 13 床（うち NICU 加算 3 床）であり、年間分娩

数は約 1000 件（帝王切開約 300 件）である。2010

年に、WHO（世界保健機構）・ユニセフ（国連児童

基金）より BFH（Baby friendly hospital）の認定

を受けた。 

当院で分娩に携わる医療スタッフは、産婦人科医

師 11 名（うち常勤医 7 名、レジデント 3 名）、小児

科医師 12 名（うち常勤医 9 名、新生児科専任医 2

名、レジデント 3 名）、産科病棟・NICU スタッフ

52 名（全て助産師）の計 75 名である（いずれも

2016 年 3 月 1 日時点）。帝王切開全例、及びハイリ

スクの経膣分娩で小児科医師が立ち会っている。 

常位胎盤早期剥離や臍帯脱出等の緊急症例に対

応すべく、2013 年から超緊急帝王切開術（グレー

ド A 帝王切開）のシミュレーションを、産婦人科医

師、小児科医師、麻酔科医師、産科病棟・NICU ス

タッフ、手術室スタッフ、夜勤当直師長や事務スタ

ッフと連携して定期的に開催している 4)。 

 

４ 当院における NCPR 普及事業への取り組み 

当院母子医療センター開設当初から、新生児蘇生

への理解と実技の向上を目的に、主として新生児科

医師により、新生児蘇生に携わるスタッフ向けに勉

強会を定期的に開催してきた。 

2013 年 10 月から、当院における NCPR 講習会

開催へ向けての準備を開始した。NCPR の A コー

ス開催には、日本周産期・新生児医学会認定 NCPR

インストラクター2 名の参加が必要であり、開催準

備時点では NCPR インスラクター1 名であった。

2014 年 2 月から、NCPR インストラクターは 2 名

（新生児科医 1 名、助産師 1 名）となり、2014 年

7 月から産婦人科医師 1 名が加わり 3 名となった。

2015 年 6 月に、第 1 回 NCPR 講習会（A コース）

を開催した。講習会は日本周産期・新生児医学会

NCPR 普及事業のインストラクターマニュアルの

タイムテーブルに準じ（図１）、プレテスト、講義

（図２）、実技指導（図３）、シナリオ実技（図４）、

ポストテスト（図５）の順に行った 2)。場所は仙台

医療センター内の施設（第 1 回：臨床研究室、第 2・

3 回：第 1 会議室）で開催した。2016 年 3 月まで

に計 3 回の講習会を開催した（図６）。 

 

 

図 1 仙台医療センターNCPR 講習会 タイムテーブル 

 

 
図 2 仙台医療センターNCPR 講習会 講義 
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図 3 仙台医療センターNCPR 講習会 実技 

 

 

図 4 仙台医療センターNCPR 講習会 シナリオ実技 

 

 

図 5 仙谷医療センターNCPR 講習会 テスト 

 

産婦人科医師 11 名、小児科医師 12 名、産婦人科

病棟・NICU に在籍する助産師 52 名の計 75 名のう

ち、当院での NCPR 講習会開催前から、外部の

NCPR 講習会で資格を取得していたのは、産婦人科

医師 3 名、小児科医師 2 名、助産師 17 名の 22 名

であった（全体の 29％）。3 回の講習会の受講者全

員が試験に合格し、新たに 25 名が A コースの資格

を得た。現在、分娩に携わる医療スタッフの 63％

が新生児蘇生の資格を習得している（図７）。 

 

 
図 6  仙台医療センターNCPR 講習会（左上：第 1 回、右

上：第 2 回、下：第 3 回） 

 

図 7 仙台医療センターNCPR 講習会 開催前後の資格習

得者の割合（左：開催前、右：開催後） 

 

５ 考察 

出生した新生児のうち約 10%は子宮外環境に適

応するために吸引や刺激などのサポートを必要と

し、約 1%の新生児はバックマスク換気や胸骨圧迫

などのより高度な新生児蘇生が行われなければ生

存できないといわれている 5)。これまで本邦では、

新生児蘇生の方法について統一された指針をもた

ず、各施設により蘇生法や器具も異なり、医療スタ

ッフの教育方法や修練度もまちまちであった 6)。あ

る施設で出生した児は、出生直後の頻回で過度な吸

引により徐脈を誘発し重症仮死となった。適切な新

生児蘇生は、これからの長い人生を歩む新生児の後
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遺症なき生存に大変重要である。日本周産期・新生

児医学会は新生児蘇生法委員会を設立し、2007 年 7

月から NCPR 普及事業を開始した 3)。 

NCPR 講習会における新生児蘇生は主に分娩時

を想定しているが、分娩時以外にも産科病棟や

NICU での新生児急変時にも応用可能である。当院

においても NCPR の A コースを習得していた助産

師が、新生児急変時に NCPR に準じて心臓マッサ

ージ等の初期対応を適切に行った。蘇生した助産師

は、「講習を受けていたから処置が可能であり、受

講しておいてよかった。」と述べていた。院内に当

直医がいても、産科病棟や NICU で実際に心肺停

止の患者に遭遇し、初期対応にあたるのは看護師や

助産師がほとんどであり、病棟スタッフへの NCPR

普及は重要である。 

当院では常位胎盤早期剥離や臍帯脱出等に対応

すべく、2013 年から超緊急帝王切開術（グレード

A 帝王切開）のシミュレーションを定期的に開催し

ている。当院でのシミュレーションは、病棟から手

術室への母体搬送、手術室での超緊急帝王切開開始

に留まらず、重症仮死児の出生を想定し、超緊急帝

王切開後に、NCPR に準じて気管内挿管、臍帯カテ

ーテル挿入、薬物投与、搬送用保育器による手術室

からの搬送までをシミュレーションとしている。こ

れまでのシミュレーションにより、手術室スタッフ

との連携、新生児蘇生薬の整備等を行うことが出来

た。最近、精神疾患合併母体の病棟での心肺停止症

例を経験したこともあり 4)、新生児だけでなく、母

体の救命のためには、母子センターと、麻酔科医、

精神科医、手術室スタッフ、集中治療室スタッフ

（ICU）、薬剤師、夜勤当直師長、事務スタッフと

の連携が非常に重要である。 

NCPR 講習会を受講後、試験に合格して修了認定

された後も、NCPR 講習会で受講した内容を実際の

臨床の場で速やかに実践する事は難しい。我々は修

了認定後も、実際の臨床の場で NCPR インストラ

クターや新生児科医立ち会いのもと、新生児蘇生手

技の評価や助言を行っている。また、修了認定後に

新生児蘇生に携わる機会の多いスタッフと、そうで

ないスタッフがいるため、今後は蘇生に携わる機会

の少ないスタッフへの蘇生技術の維持をどの様に

行っていくかを検討している。 

一方で、ガイドラインの改正に伴う NCPR 講習

会のアルゴリズム変更により、特に、新生児蘇生経

験の少ない資格習得者に、新生児蘇生への理解や手

技の混乱が生じることがある。SpO2 モニターの装

着が推奨されたときも、一般の蘇生手技よりも児へ

の SpO2 モニター装着を優先したり、SpO2 の値に

ばかり目が行き、蘇生がおろそかになることがあっ

た。また、初期蘇生に酸素投与を用いないことが推

奨されたときも、蘇生の過程で実際には酸素投与が

必要な児への酸素投与の遅延もみられた。最近、

2015 年版のアルゴリズムの変更がなされ、心電図

モニター装着の推奨や体温管理等が追加された。そ

れらの導入により再び現場に混乱が生じない様に、

当院での講習会でも追加された内容への理解を図

ると共に、実際の臨床現場での展開について説明し

ていく方針である。今後もガイドラインの改正が予

想されるため、資格取得者はアルゴリズム変更への

柔軟性をもつことや、インストラクターによる現場

での指導が重要と考えられる。 

我々は今後の方針として、NCPR 講習会を定期的

に開催し、当院の分娩に携わる医療スタッフに

NCPR を普及していく予定である。最近、日本周産

期・新生児医学会の新生児蘇生法委員会は、修了認

定取得者の蘇生技術の質の維持を目的としたスキ

ルアップコースを設立した 7)。当院でも資格習得者

を対象にスキルアップコースの開催も行っていく

予定である。 

 

６ 結語 

当院でも2015年からNCPR普及事業を開始した。

当院ではこれまでに計 3 回の NCPR 講習会を開催

し、当院で分娩に携わる医療スタッフの NCPR 資

格習得者の占める割合は、29%から 63%に増加した。

今後も継続して講習会を開催し、NCPR を普及して

いくと共に、資格取得者の蘇生技術の質の維持を目

的としたスキルアップコースの開催も行っていく

予定である。 
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