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（公財）日本ライフセービング協会JLAアカデミー本部

JLA指導員資格認定講習会

作成日：2021年2月



指導員資格更新講習会の注意事項

1.名前の表示（名前・クラブ名）
2.カメラをオン
3.発言時以外はミュート
4.録画させて頂きます



本日のスケジュール

開講式（5分）

①5分 ：アイスブレイク（ブレイクアウトセッション）
②40分 ：JLAのビジョン・組織体制及び最新活動状況の共有
④30分 ：ガイドライン2020新教本及び指導要項について
⑤10分 ：ライフセーバーズ使用の注意点
⑥15分 ：質疑応答（ブレイクアウトセッション＆全体共有）

休憩（10分）

⑥60分 ：ワークショップ：JLA指導員として大切にしている事
（ブレイクアウトセッション＆全体共有）

閉講式（5分）

トータル約3時間
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本日のゴール
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① JLAの夢（ビジョン）・使命（ミッション）の再確認
② JLAの最新現状（活動・システム）の理解
③ ガイドライン2020年版教本・指導要項の理解
④ インストラクターとしてレベルアップ

一人じゃない、同じ志の仲間がいる！



①アイスブレイク（5分）

ブレイクアウトセクションを活用
（4人1グループ）

自己紹介＆最近の活動状況情報交換
・最近元気？
・昨夏の監視活動どうだった？
・講習会はできた？
などなど

グループ内で
2/20に誕生日が近い人がファシリテーター



JLAのビジョン・組織体制

（公財）日本ライフセービング協会JLAアカデミー本部

JLA指導員資格認定講習会

作成日：2021年2月



水辺の事故ゼロ
をめざして



公益財団法人 日本ライフセービング協会

ミッション： 使命・具体的な取り組み

「水辺における安全知識と技能を広め、
誰もが安全に楽しむことのできる社会へ。」

ビジョン ： JLAの夢

「 水辺の事故ゼロ 」



公益財団法人 日本ライフセービング協会

2. 認定ライフセーバーの育成

4. ライフセービングの職業化

3. 先端技術による安心安全な水辺空間の創出

1. ライフセービングを通じた生命教育の普及

5. ライフセービングスポーツの発展

6. アジアパシフィックを中心とした国際貢献

7. 都道府県協会・加盟クラブへの支援

8. ライフセービング支援者の創出

JLAストラテジー：



ライフセービングの本旨

水辺の危険を理解し活きる力を学ぶ

『 スイム ＆ サバイブ 』

『 JLAヒューマンチェーン 』



主な活動

教育を柱として「水辺の事故ゼロ」を実現していく

水辺の安全を
見守りいざとい
う時にすばやく
救助する、監
視・救助の体
制の確立

水辺の危険を
正しく理解し、
その危険から
自分の身を守
る能力を身に
付ける水辺の
安全教育

ライフセーバー
に必要な体力
や救助技術を
向上する、子
供たちが活動
を始めるス
ポーツ

救 命

教 育

スポーツ



グランドデザイン2061

・長期目標 2061年（アクションプラン2061）
・中期目標 2041年（アクションプラン2041）
・短期目標 2031年（アクションプラン2031）

2022年4月に提示予定



アクションプラン2021 短期目標

■現行のNPO法人から変更し,公益財団法人の取得を目指します.
■ブロック制を確立し,全国の都道府県を9ブロックに組織していくことを目指します.
■都道府県支部のNPO･一般社団法人化をサポートしていきます.
■JLA認定ライフセーバーの育成,年間1万人を目指します.
■アジア地域では溺水事故防止に向けた人材交流を図り，リーダ的役割を担っていきます．

【教 育】
・都道府県における教員研修
プログラム（初任者研修,
保健体育部研修）への導入

・協賛企業へのBLS研修の
展開，連携促進

・教育機関等における
WSプログラムの積極展開

・JLA資格をILS国際資格へ
準拠

【救 命】
・公的救助機関との連携促進
・医療機関との連携促進

（実習等）
・海水浴場のリスク評価手法

の確立
・JLA認定海水浴場の

普及・展開
・溺水事故防止に関する
厚生労働省,文部科学省等

との連携

【スポーツ】
・RESCUE2022で総合３位

・東･中･西日本での
ジュニア・ユース競技会の

開催
・ジュニア･ユース

プログラムの普及･展開
・国内競技会における

ドーピング検査の実施

グランドデザイン2061



組 織 体 系

2020年度：福島・茨城・東京・兵庫・鳥取・徳島
2021年度：長崎・広島・山口
2022年度：富山が加盟 全29協会

1種：46団体
2種：60団体
3種：36大学
4種：10大学
5種：3高校

全155団体（2022/1/17現在）



組 織 体 系



JLAの各本部の活動状況

（公財）日本ライフセービング協会JLAアカデミー本部

JLA指導員資格認定講習会

作成日：2021年2月



本部／委員会 事業 2020年度 2021年度

救助救命本部 ガイドライン，通知
新型コロナウイルス感染症危機下におけるラ
イフセーバーの海水浴場等監視救助活動の可
否に関するガイドライン

2021年夏季をむかえるにあたって（通知）

JLA認定海水浴場（リスク評価） 新規6ヶ所，更新1ヶ所，計19箇所 新規8ヶ所，更新3ヶ所，計27箇所

海辺のみまもりシステム
高浜町若狭和田海水浴場に設置，WSアプリ
開発

鎌倉市由比ガ浜海水浴場に設置，WSアプリ
改良

リアルタイム遊泳条件公開デバイス ー 館山市海水浴場（4ヶ所）にて試験運用

ログ集計／e-log開発 2020年集計，e-log試験運用 2021年集計，e-log本運用

飲んだら泳がないキャンペーン 広報室によりメディア配信 広報室によりメディア配信

監視・救助器材配備支援
ボード73本，チューブ217本，39地域クラ
ブ

ボード48本，チューブ136本，ラック84本，
42地域クラブ

ドローンパトロール検討（2022年度
予定）

ー ー

救急蘇生委員会
救助救命に関するガイドライン，通
知

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除
後の
ライフセーバーの水浴場監視救護活動ガイド
ライン 2020

新型コロナウイルス感染症に対するライフ
セーバーの水浴場監視救助活動ガイドライン
2021

レスキューレポート集計 2020年集計，考察 2021年集計

学術発表等 第5回日本救護救急学会協力，発表 第6回日本救護救急学会協力，発表

MD会議 ー ー

監視・救助器材配備支援
2021年度撮影

海辺のみまもりシステム 4th Beach［2022-］
神奈川県由比ガ浜

Rip Current Digital
signage

LS Smart 
watch

BU Smart Phone

リスク評価に関する調査 2021年度撮影

e-log

溺水防止救助救命本部



本部／委員会 事業 2020年度 2021年度

パトロールレスキュー
委員会

救助に関するガイドライン，通知

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解
除後の
ライフセーバーの水浴場監視救護活動ガイ
ドライン 2020

新型コロナウイルス感染症に対するライフ
セーバーの水浴場監視救助活動ガイドライ
ン2021
動力船運用に関する通達

海水浴場ヒアリング ー Covid-19の影響により未実施 ー Covid-19の影響により未実施

シミュレーション審査会 2ヶ所（千葉，神奈川）＋オンライン 5ヶ所（千葉，福井，宮崎，静岡，神奈川）

レスキューミーティング 1回（オンライン，18都道府県） 1回（オンライン，九十九里）

パトロールユニフォーム検討 Hurley社での新規作成 首回りの改良，ハットの追加

公的救助機関を対象としたIRB 講習
会

4消防（東京都，倉敷市，津山圏域，日田玖
珠広域）

3消防（姶良市，横浜市鶴見，匝瑳市横芝光
町）

事例検証 ー Covid-19の影響により未実施 ー Covid-19の影響により未実施

惨事ストレス対応 ー ガイドライン改訂

誰でも海を楽しめる環境創出事業 ー 1ヶ所（和田長浜），ガイドライン作成

パラアスリート支援事業（2022年度
予定）

ー ー

サーフトレーニング委
員会

サーフトレーニングに関するガイド
ライン，通知

ー

新型コロナウイルス感染症拡大の状況下に
おけるライフセーバーの海浜での練習につ
いて
海岸・河川でパドルトレーニングを⾏うラ
イフセーバーの皆様へ（通知）

サーフトレーニングクリニック 1ヶ所（大分県田ノ浦ビーチ） 4ヶ所（宮崎，西浜，九十九里，海の公園）

女性ライフセーバー復帰支援（2022
年度予定）

ー ー

防災対策委員会 津波対策に関するガイドライン
アンケート調査実施，気象庁協力（ポス
ター，映像）

ガイドライン作成，気象庁協力（講演）

津波避難訓練サポート ー Covid-19の影響により未実施 ー Covid-19の影響により未実施

シミュレーション審査会
若狭和田 2021年度撮影

消防IRB講習会
姶良市 2021年度撮
影

誰でも海を楽しめる環境創出事業
和田長浜 2021年度撮影

サーフトレーニングクリニック
青島 2021年度撮影

シミュレーション審査会
和田長浜 2021年度撮影

溺水防止救助救命本部



■2020年度

コロナ禍での競技会

⚫ 感染予防ガイドライン策定（オーシャン・プール）

⚫ 秋季大会の早めの中止判断

各委員会

⚫ IRB競技分科会の立ち上げ

⚫ 競技規則の日本語版 2020年度版 公開

⚫ 完全オンラインでのC級審判員講習会の開始

⚫ HPTトライアウト実施

ILS Sport Commission（国際連盟スポーツ委員会）の分科会

⚫ 宮部周作/木村智美：Multi-Sport Games Committee 就任

⚫ 栗栖清浩：Lifesaving Sport Regulations Committee 就任

⚫ 青木将展：Future of Lifesaving Sport Committee 就任

⚫ 泉田昌美：Lifesaving Sport for All Committee 就任

■2021年度
コロナ禍での競技会成功
⚫ 無観客での実施
⚫ 開催可否基準を設定し、判断のタイムラインを事前周知
⚫ 体調管理アプリやリストバンド、サーモ自動検温機の導入
⚫ PCR検査導入
⚫ ライブ配信を含むSNSコンテンツ作成と配信

競技会の形
⚫ シリーズ制と、年間総合表彰の導入*1

⚫ 全日本選手権の本戦出場枠を全国9ブロックからの選出と
いう新しいフォーマットに移行

⚫ 第1回 全日本/インカレSERCの開催

ILS Athlete Commission（国際連盟アスリート委員会）
⚫ 出木谷啓太： ILS Athletes Commission 就任

各委員会
⚫ アンチドーピング漫画とのコラボ*2やデジタル教材作成*3

⚫ 競技規則日本語版 2021年度版を英語版原文と世界同時公
開*4

⚫ 競技安全委員会の立ち上げ。競技会でのOJT
⚫ スポーツ戦略委員会立ち上げ。競技会価値向上の企画
⚫ SERC分科会、ロングディスタンス競技分科会の立ち上げ

日本代表/ハイパフォーマンスチーム
⚫ World Games 2022への参加枠獲得*5

⚫ HPT-IRB立ち上げ
⚫ 国際武道大学との包括協定（HPT拠点）
⚫ 静岡県牧之原市との包括協定（2月予定 / HPT-IRB拠点）

*1 「2021年度シリーズ年間総合順位」
https://ls.jla-lifesaving.or.jp/lifesaving-sports/ranking/

*2【漫画】ドーピングガーディアン緑川雅は見逃さない！
https://note.com/dopingguardian/n/n2dc9d1373c98

*3 デジタル教材『クイズで学ぼう！アンチドーピング』
https://ls.jla-lifesaving.or.jp/lifesaving-sports/anti-doping/quiz/

*4 国際ライフセービング連盟競技規則ページ
https://www.ilsf.org/lifesaving-sport/rules/

*5 World Gamesは「第2のオリンピック」と呼ばれる国際総合競技会。7月
に日本選手団としてアメリカに派遣されます。ぜひ注目を！
https://twg2022.com/

ライフセービングスポーツ本部

https://ls.jla-lifesaving.or.jp/lifesaving-sports/ranking/
https://note.com/dopingguardian/n/n2dc9d1373c98
https://ls.jla-lifesaving.or.jp/lifesaving-sports/anti-doping/quiz/
https://www.ilsf.org/lifesaving-sport/rules/
https://twg2022.com/


ライフセービングスポーツ本部

スポーツ本部の今後

■スポーツの普及
• クリニックの充実
• 競技会での貸出器材の検討
• 地方大会実施の負担軽減策や補助

■競技会の魅力向上
• 全日本のフェス化
• コンテンツ充実と速報性の向上
• エントリーの簡易化
• 協賛パートナー獲得に向けた営業努力

■日本スポーツ協会加盟

■ILSと協調し2032年のオリンピック種目採用を目指す
• OceanMとOceanMリレー

詳細は30周年のコラムに記載しています。是非見てください！
https://jla-lifesaving.or.jp/30th/2585/

https://jla-lifesaving.or.jp/30th/2585/


ライフセービングスポーツ本部

ライフセービングスポーツにはいろいろな関わり方があります。
みなさんに合った形で、スポーツを通じたライフセービングを少しでも！ 楽しい
ですよ！お待ちしてます！

＜参加する＞ JYMシリーズでは元選手はもちろん社会人から始めた皆さんの参加
をお待ちしてます。体を動かすきっかけとして！親子で一緒に参加？

＜支える＞ 経験あるオフィシャルは常に足りず、競技会の継続的な実施が難しい
です。頑張る選手を一緒に支えませんか？選手の息遣いと迫力を最前線で感じませ
んか？ブイ打ちや安全管理を学んで、地元で競技会をやりませんか？

＜観る＞
コロナが明けましたらぜひ会場へお運びください。情報交換の場としても！
SNSを通じたライブ配信やコンテンツ配信を充実させます。自クラブ選手や講習生
たちを応援しませんか？



2021年4月1日～8月31日時点
★1,835,506 PV(ページビュー)
★68,676ユーザー

✓ PV伸長率770%(前年238,338PV)
✓ ユーザー伸長率235%(前年29,177)

学校教
育

地域教
育

教員研修 水泳授業や総合学習等 オンライン授
業

e-LifesavingとWSを実施することで自らの命を守るため
の知識と技能を身に付けることにつながる

水辺で安全に遊ぶための
知識は身につきましたか？

水辺で安全に遊ぶための
技能は身につきましたか？

N＝42 N＝42

96％の児童が「知識」は備わっ
た・少し備わったと回答。水泳授
業が実施できない学校へもオン
ライン活用で、水辺の安全に関
する知識を伝えることは有効。

N＝
193

61％35
％

3
％

87％87％

13％13％

年間を通じたJr活動
～対話的、継続的
学びの推奨～

サポーター・WS講習
等

～知識と技能の充実～

LS教室参加者への
事前・事後指導
～理解度を高める～

2022年4月～新たなコンテンツが追加されます！

天候不良や見学者対応として スイミングクラブとの教育連携

教えて！ライフセー
バー

教えて！川遊びリー
ダー

みんなで考えよう！川でのできご
と

保護者の安全意識向上へ

水辺の楽しさと安全を伝える＝事故ゼロへ

★文部科学省HPに掲載
↑

★スポーツ庁通知文に掲載↑

監修・制作協力
公益財団法人 河川財団
NPO法人川に学ぶ体験活動協議会

↓

今後も水辺の事故ゼロをめざし、
様々な協力、協同関係が重要

是非活用くださいね！

ライフセービング教育本部（学校教育推進委員会）

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm


地域教育推進委員会では、2031年度までに

「全ての地域クラブにおいて、ジュニアライフセービングプログラムが実施される」ことを目標にしています。

委員会にて取りまとめた「ライフセービング教育の実態調査報告書」ではジュニア教育活動未実施の26クラブのうち、16クラブで実施する計画が
あるにもかかわらず未実施であることがわかりました。（ 2019年度、全国136クラブのうちの76クラブの回答より）

コロナにより水泳授業がなくなるなど、より地域クラブで
ジュニア教育を行ことの意義が生まれました。

子どもたちの笑顔のため、今後も全国の地域クラブの活動を後押しします。

●ジュニア指導者コミュニティの活性化⇨指導者プラットフォームの構築

JLAジュニアライフセービングクラブハウス

●参加者構成

53%

2…

1…

7
%

インストラクター53%

LS資格のみ27%

BLS資格のみ13%

申し込み30名
参加者22名

53
%

17
%

30
%

現在指導している53%

過去指導していた17%

これから始めたい30%

●事後アンケート

名 %

開催時期 適当 21 95.5

適当でない 1 4.5

開催時間 適当 19 86.4

適当でない 3 13.6

開催方法 適当 22 100.0

適当でない 0 0.0

告知方法 適当 22 100.0

適当でない 0 0.0

当日の内容 適当 21 95.5

適当でない 1 4.5

●フライヤー、実施概要

多様な参加者の獲得
・学校教育推進→教職員向け意見交換会
・学生室→学生ライフセーバーの参加
・ジュニアプログラム未実施クラブへの広報

・オンライン開催につては好評
⇨将来は対面型プログラムも！

・JLAイベントが増え
開催時期設定が難しい
⇨複数回の定期開催！

全国16都府県からオンライン（zoom）参加。
30分のグループワークを2回実施。
助け合える関係性づくりを目指し、
顔合わせを目的に話合いのテーマは自由とした。
委員が各グループにファシリテーターとして参加

次回テーマ別グループ設定予定。「指導法について」「ス
タートアップサポート」「プログラム運営全般」「防災プログラ

ム」「e-Lifesaving」など計画中

4月にJLA教育関連ホームページ改訂予定！
・より詳細なJLAジュニアライフセービングクラブハウスの報告も
同時にアップロードいたします。

・SNSを活用したジュニアライフセービングコミュニティ活性化についても
ご案内いたします。ハッシュタグの利用方法などご確認ください。

ライフセービング教育本部（地域教育推進委員会）



世界溺水防止デー 7月25日

経緯
2021年4月、国際連合の第75回総会において、世界的な溺水防
止に関する決議が採択されました。溺水を主題に決議が採択さ
れたのは初めてのことであり、大変歴史的なことです。
世界で年間約 235,000 人が溺水によって命を落としており、溺
水は Silent and Preventable Killer (静かで防止できるキラー)
であると総会の場で紹介されました。

各種リンク

決議分の翻訳

WHO特設ページ

JLAの該当ページ

日本の所属する、西太平洋の溺水レポート

また、7月25日を世界溺水防止デーとし、右の標語を掲げて
溺水防止を訴えていきます。

国際室

https://ls.jla-lifesaving.or.jp/wp-content/uploads/2021/05/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E7%AC%AC75%E4%BC%9A%E6%9C%9F%E6%B1%BA%E8%AD%B0-%E6%BA%BA%E6%B0%B4%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF-FINAL20210526.pdf
https://www.who.int/campaigns/world-drowning-prevention-day/2021
https://ls.jla-lifesaving.or.jp/topics/20210527-7074/
https://www.who.int/publications/i/item/9789290619581


International Life Saving Federation （ILS）国際ライフセービング連盟

Lifesaving Song : Stand Inside the Circle, the ILS song

↓ぜひ聞いてください。

4つの地区からなる ヨーロッパ、アジア太平洋、アメリカ、アフリカ

JLAは日本の代表機関として加盟している。

ILS アジア太平洋のURL

国際室

https://www.ilsf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=klBF377Yj9k
https://asia-pacific.ilsf.org/


JLA・LIFESAVING・LIFESAVER・Water Safety

水辺の事故ゼロ

周知広報・認知・価値を高める

JLAやLIFESAVINGの広報
JLA 広報室

指導員の皆さんは JLAの重要なフロントマン

しら

広報とは ＝ 広く報せること

みなさんが講習会などを通じて人々と触れ合ってくださることが
とても大きな意味のある広報となっています。

JLA制作監修のコンテンツもぜひ活用してください。

広報室



JLA公式サイト

JLAサイト
国民向けWater Safety情報

LIFESAVINGサイト
活動者向け情報

e-Lifesavingサイト
オンラインで水辺の安全を学ぶ

JLA 広報室

広報室



JLAからの情報発信

JLAサイトLIFESAVING
サイト

LIFESAVERS
mail

水辺の安全情報・LIFESAVINGの魅力

一般向け告知（イベント募集）

活動者向け告知（イベント募集）

活動者向け通知

写真

動画

テキスト

コンテンツを使い分けて、多角的に情報を発信しています
JLA 広報室

@jla_lifesaving

@lifesaver_japan

■メイン
■救助救命本部
■Lifesavingsport

広報室



JLA YouTubeチャンネルの強化

4

幅広い年齢層、老若男女問わず人気のコンテンツです。2021年より、サムネイルの
変更や再生リストを組むなどして、閲覧強化しています。ライブ配信を積極的におこ
なうことで、登録者数も1200人を超えました。

YouTubeの動画もぜひ活用してください。

JLA 広報室

「防災」再生リスト 「教育」再生リスト

広報室



JLA指導員として見られる意識と他者への理解ある情報発信を!

物事の捉え方は、個人や組織の数だけ解釈があり、また変化するものです。SNS
の情報発信は広報の有効ツールですが、投稿ボタンを押す前に、今一度確認して
からお願いします。

JLA 広報室

誠実 健全 高潔

ルール
遵守

品位
敬意
尊重
礼節

法令・規定
遵守

地域社会 グローバリズム

反社会勢力
対峙

環境への
配慮

ダイバーシティ
多様性

？

広報室



JLAのアカデミー本部活動状況

（公財）日本ライフセービング協会JLAアカデミー本部

JLA指導員資格認定講習会

作成日：2021年2月



アカデミー本部（資格発行数：2022/27/現在）

・2021年度は、コロナ禍前の2019年度と同等の資格発行数（4,026）
・資格復活が104！（復活講習会：失効講習会から名称変更、BLS∔WS∔ボード&チューブレスキュー実技。E-learningを用いれば1日で完結可能）

・2021年度は、NPO→公財の資格移行の資格期間延長のため更新講習がほぼなし
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アカデミー本部（講習会開催数：2022/27/現在）
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・2021年度は、過去最高の講習会開催数（453回）
・復活講習会が40回開催！
・2021年度は、NPO→公財の資格移行の資格期間延長のため更新講習がほぼなし



資格名

2012年度

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
2021年度

(2022/2/7現
在）

合計 平均(ACADEMY開
始)

発行数開催数発行数開催数発行数開催数発行数開催数発行数開催数発行数開催数発行数開催数発行数開催数発行数開催数発行数 開催数 発行数 開催数 発行数 開催数

BLS 2,183 136 2,005 124 2,083 130 2,051 138 2,081 152 1,880 129 1805 133 1798 128 939 78 1771 160 18,596 1,308 1,859.6 130.8 

Water safety 1,293 53 2,971 95 2,997 92 2,878 97 2,890 99 2,710 93 2602 91 1134 75 404 38 1102 120 20,981 853 2,098.1 85.3 

Basic
717 48 705 51 709 47 685 50 727 48 734 50 729 51 616 53 290 27 648 64 6,560 489 656.0 48.9 

surf lifesaver

Advance
129 15 116 16 141 16 100 13 146 16 143 17 171 18 110 13 30 5 94 14 1,180 143 118.0 15.9 

surf lifesaver

IRB crew 12 2 17 3 26 4 17 3 7 1 15 2 25 4 55 5 8 2 62 10 244 36 24.4 3.6 

IRB driver 0 0 8 3 2 1 3 2 5 1 7 1 7 2 23 4 10 3 44 8 109 25 10.9 2.5 

leader 87 9 23 5 32 4 32 5 63 6 52 6 60 4 23 1 0 0 36 5 408 45 40.8 4.5 

Pool 
Lifeguard

72 8 161 16 46 8 44 8 43 8 366 48 36.6 4.8 

Advance

29 4 45 7 10 2 0 0 0 0 84 13 8.4 1.3 Pool 
Lifeguard

PWC crew 28 2 28 2 2.8 0.2 

PWC driver 14 2 14 2 1.4 0.2 

資格更新 783 89 402 60 492 77 702 85 604 79 512 72 746 85 490 72 428 56 27 10 5,186 685 518.6 68.5 

復活 104 40 104 40 10.4 4.0 

Instructor
18 3 29 2 26 3 13 1 54 3 56 4 29 6 37 4 38 5 53 10 353 41 35.3 4.1 

（新規）

Instructor
170 168 223 277 316 12 286 14 25 1

（継続）

合計

5,222 355 6,276 359 6,508 374 6,481 394 6,577 405 6,210 386 6,380 417 4,342 365 2,191 222 4,026 453 54,213 3,730 5,421.3 374.6※Instructo継
続rは除く

アカデミー本部（発行数・講習会開催数値）



アカデミー本部

全国のインストラクターの皆さんの一つ一
つの積み重ねの結果です！

コロナ禍で厳しい状況の中、本当にありが
とうございました！！



アカデミー本部

各委員会からの報告・伝達事項
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Water Safety 講習会では・・・

Water Safety は「水辺の事故をなくす」という

日本ライフセービング協会の根幹です！

学校教育で普及、社会に認知してもらうことが必要です！

机上の知識だけでは助からない！

アカデミー本部（ウォータ―セーフティ委員会）

https://www.ndtv.com/world-news/tonga-tsunami-tongans-hail-real-life-aquaman-as-man-survives-27-hour-swim-after-tsunami-2719136
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/18985.html


 実施する場所は必ずしもプールで行わなくてもよいですが、足の着かないような所でも安全第一に
講習が行えるように、インストラクターも技術・指導力を高めましょう。

 以下の内容を講習内にて学科も実技も必ず実施してください。

第３章 ３．サバイバル・スイミング ４．ライフジャケット

 新テキスト（ウォーターセーフティ教本）に加わった項目

○第４章 安全管理

「Keep Watch」の観点から、水の事故を起こさないための知識・技術を習得させてください。

○第５章 学校教育とウォーターセーフティ
文部科学省の小学校・中学校・高等学校学習指導要領体育の中に「安全」という言葉や概念が加わり、
「水辺で自分の命を自分で守ること」をできるようになることが求められています。

アカデミー本部（ウォータ―セーフティ委員会）
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2021年3月に沖縄県協会の協力で、サーフライフ
セービング指導員養成講習会を開催しました。

沖縄県では、アカデミーになり、初の開催となります。

講習内容では、その地域を理解する時間の確保を行
いました。今回は渡嘉敷島の大自然を感じるプログラム
を導入しました。

講習内容では、ベーシックライフセービング講習会の
講習内容を設定を検討しました。関東では、午前に学
科、午後海実技が大きな流れとなりますが、沖縄県では、
潮汐の関係で海実技からの実施となります。各地域に
実情に応じた講習会の流れを確認しました。

アカデミー本部（サーフライフセービング委員会）
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2021年11月に静岡県協会の協力で、サーフライフセービング指導員
養成講習会を開催しました。
静岡県では、アカデミーになり、２回目の開催となります。その地域の指
導員と指導にあたり、支部主催の指導員養成講習会が広がるよう努め
ています。

知識・技術が習得できていることはもちろんですが、基本技術・知識を
習得するベーシックライフセービングと現場で臨機応変に対応するアドバ
ンスライフセービング講習会と、指導者が現場で戦力となるライフセー
バーの意識した指導ができるよう、養成講習会を開催しています。

委員会としては、指導員養成講習会の内容を見直ししています。また、
テキスト改訂に向けて準備を進めています。

※ネックカラーは今後使用しない方向で検討中、バックボードの固定も含
め年度内にMDの意見を頂いて、救助救命本部と合同でガイドラインを作
成中

アカデミー本部（サーフライフセービング委員会）
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アカデミー本部（プールライフガーディング委員会）

●強調して伝えていること（含、伝えたいこと）
・プールライフガーディング指導者となる目的や自覚を持たせること
・指導者資格取得後も知識や技術の自己研鑽に努めること
・指導者側から一方通行の環境ではなく、受講者との疎通を図り意
見交換もできうるような環境作りにも配慮すること

●講習会実施での注意点
・開催中は受講者に配意して積極的な事故防止に努めること
・受講者への情報伝達は正確で分かりやすい表現を用いて行うこと
・指導項目やその特徴を踏まえ、受講者に配意した内容を実施する
こと（例：接触授業における性別等の考慮、施設環境に合わせた授
業内容の優先順位や受講者の体格・身長差の考慮等）

●新規資料や内容
・現状は無し（※次回の教本改訂に向けて整理中）

横浜インターナショナルスクールでのPLG講習会
（国際室の協力による全て英語で実施）



■トピックス（今後の主な予定）

●プールライフガーディング教本の改訂を予定します
・FA概念の導入とともに内容の更なる充実化を図りながら内容の分かりやすさを目
指します
・２０２３年4月以降の発刊を予定します

●プールライフガーディング受講要件を明確にします
・既定要件の「BLS」資格の曖昧さを整理して明瞭にします
・２０２２年4月1日施行を予定します

●ＰＬＧ講習会の積極的展開を全国的に行います
・エリアの新規開拓、都道府県協会開催時の支援を行い ながら地域で安定的に持
続する講習会を設計します

●ＪＬＡアカデミー本部ＰＬＧ委員会の本来機能を充実します
・PLG教育の拠点たる本分を全うできるようにします

アカデミー本部（プールライフガーディング委員会）



① 指導員特別移行養成講習について
⚫ 2021年6月に須磨海岸での実施をもち、特別移行研修としての運用を終了する。
⚫ IRBレスキュー委員会発足以前に指導員資格講習会が長く未開催であったため、 IRB
に関する経験を持ち、且つIRB指導員になって資格普及する意思を持ちながらもIRB指
導員資格取得の機会が得られなかったサーフ指導員に対し、移行措置の目的は概ね
達成したと判断。次年度からドライバー資格保有のBLS＋WS保有の指導員に向けて
、通常の指導員養成講習を実施していく事を想定。

② 有資格者へのスキルアップ研修企画について
⚫ 国内のIRB活用状況に合わせ、講習会実施においては、波の有無を問わない運用とし
ている。そのなかでHigh Surf環境での操船を身につけたいとの意見が少なくない。次
年度、有資格者を対象としてSurf環境でのトレーニングの機会を検討中。
（継続的な技術研鑽の機会やアフター研修を充実させたい）

アカデミー本部（IRBレスキュー委員会）



③ IRB講習会開催の相談受付について
⚫ IRB講習の開催を検討してみたい指導員／クラブからの相談を受け付ける。
⚫ 特別移行講習修了者の所属クラブ、それ以外も可とする。
⚫ IRB機器材の準備調達に不安がある場合も相談をしてほしい。

アカデミー本部（IRBレスキュー委員会）

④その他
⚫ IRB講習会に参加された受講者の声として・・・
⚫ 船舶について、レジャーで利用する方、公益公的な業務として利用する方、業務として
操船技術を指導する民間団体に所属の方、漁業者として利用の方などそれぞれである
が、IRBの救助方法に特化した講習内容は大変意義深いとの感想が寄せられており、
一定の評価とニーズはあるものと感じている。

⚫ コロナ禍における講習運営も定着しつつあり、潜在的なニーズにも応えるべく、スコープ
と計画発信を新年度にむけて実施したい。

⚫ 当委員会では繰り越し優先課題でもある教材再編に注力しているが、併せて講習会に
て使用する試験問題の見直しもブラッシュアップさせている。



2031年度までに

「全てのクラブで『ジュニアライフセービングバッジテスト』の導入」

を目指します。

『ジュニアライフセービング

バッジテスト』

によるプログラムの体系化

ジュニアライフセービング経験者、

ジュニア会員の増加

ジュニアライフセービング

指導者の増加

ジュニアライフセービング

クラブの普及、発展

・ジュニア
ライフセービングバッジテスト
・ジュニア
ライフセービングかるた
・防災教育
・e-Lifesaving

・教育本部との連携
・ジュニア
ライフセービング指導者
のスキルアップ研修会等

アカデミー本部（ジュニアエデュケーション委員会）
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■2022年予定
• 指導員養成講習開催（予定）：5月
希望者・推薦可能者が多い場合は、年度内に再度開催することも可能。
• RWC講習（クルー講習含む）：3回〜4回（2021年は4回開催）

■指導員養成講習開催に向けて
• 検定要項の作成中
• 開催場所の選定（沖縄を予定）
• 養成講習カリキュラムの構築（日数は4日間を予定）
• 受講条件の設定
• 受講資格要件

✓ サーフインストラクター所持者
✓ RWCプレ講習受講者
✓ RWC指導員2名の推薦

• 指導員移行講習ではなく、指導員養成講習となるため、結果によっては不合格となる場合もあります。

アカデミー本部（RWCレスキュー委員会）



アカデミー本部（そのほかのトピック）

■モナコ公妃財団助成の継続（2022年度）
• 講習会開催経費（イントラ費用、交通費、会場費など）の助成
• 2021年度は全国16講習会へ助成

■インストラクタースキルアップ座談会の開催（ZOOM）
• 第1回（10/16） 吉川優子さん「水辺での笑顔を守るために～私たちにできること～」
• 第2回（11/13） 江川陽介さん「ライフセービングを伝える、ライフセービングで伝える」
• 第3回（12/11） 鎌田綾子さん「ライフセーバーのメンタルヘルス〜仲間を、自分を守ためには〜」
• 第4回（02/19） 工藤孝志さん「ライフセービングの過去そして未来 ～水辺の事故ゼロを目指して～」
• 第5回（04/23） 稲垣尊仁さん「水難事故に関する裁判例を通して学ぶ、法的責任の判断構造」



第5回JLAインストラクタースキルアップ座談会
～学ぶことをやめたら、教えることをやめなければならない～

●日時 ：2022年4月23日（土） 19：00-20：30 ZOOM

●申し込みURL ：https://forms.gle/9pN6bizPGHjy66ZY7

締切：4/18（月）申し込み者に後日ZOOMのURLを送付します。

●参加費 ：無料（2021年度指導員登録料支払い済み者のみ）

●スケジュール
18:45-19:00 ：ZOOM受付
19:00-19:05 ：趣旨説明
19:05-19:15 ：ブレイクアウトセッション：数名グループで自己紹介＆最近の活動状況情報交換
19:15-19:55 ：スピーカー講演＆トークセッション
19:55-20:10 ：ブレイクアウトセッション：講演に関する意見交換
20:10-20:25 ： 全体Q＆A
20:25-20:30 ： まとめ＆次回の告知

●第5回ゲストスピーカー：稲垣尊仁さん

「水難事故に関する裁判例を通して学ぶ、法的責任の判断構造」

私自身、子供の頃からアウトドアでの活動（登山、キャンプ、バックカントリースキー、カヌー等）に親し
み、今でも趣味にしています。しかし、アウトドア活動はその楽しさの反面、予測不可能な自然の中で
の活動であるが故に、事故のリスクを常に抱えており、特に水難事故による死者・行方不明者の数は
他のアウトドア活動に比しても突出して多く、水辺のレジャーは特にリスクの高い活動だと言えます。

海を愛し、海での素晴らしい体験や学びを守るために活動されているライフセーバーの皆様にとって、
事故を未然に防ぐことが一番の目標でしょう。しかし、万一事故が起きた際に誰がどのような責任を
負う可能性があるのかを学ぶことにも大きな意味があると思います。

そこで、今回は、水難事故に関する過去の実際の裁判例を紹介しながら、法的責任の判断構造に
ついてお話しさせていただきます。短い時間ですが、皆様の今後の活動の参考になる講演にできれば
と願っておりますので、どうかよろしくお願いします！皆様にお会いできるのを楽しみにしています。

■東京大学大学院法学政治学研究科卒（法務博士号／2020年卒）
■最高裁判所司法研修所 司法修習生
■日本キャンプ協会 安全対策委員会委員
■ウィルダネスリスクマネジメントジャパン(WRMJ) 理事

https://forms.gle/9pN6bizPGHjy66ZY7


●コロナ禍対応の整理
◇2020年

 2/22 3/31までの講習会中止判断→通知
 3/21 4/13までの講習会中止判断→通知
 4/04 4/30までの講習会中止判断→通知
 4/07 緊急事態宣言
 4/25 5/17までの講習会中止判断→通知
 5/11 5/31までの講習会中止判断→通知
 5/25 緊急事態宣言解除
 5/25 6/1以降の講習会再開判断→通知

講習会開催・受講時のチェックリスト発表
e-learning 講習会開催マニュアル発表

◇2021年
 1/12緊急事態宣言下でも講習会継続開催判断→通知
 以後は主管者判断で開催

 2022年1月末現在、アカデミー講習中の感染者発生報告はなし

アカデミー本部（そのほかのトピック）



◇2020年4月7日 緊急事態宣言発令
●e-learning対応教材の開発

講習会の対面時間削減⇒学科のe-learning化を決断

コロナ禍以前の学科講習

■課題
・熱意やライフセービングスピリットをどのように伝えるか？
・学科に対する理解度が低くならないか？

アカデミー本部（そのほかのトピック）



◇2020年5月27日 緊急事態宣言解除
●講習会開催に関する通知文の通知（指導員および受講者）※一部抜粋

≪講習会開催の条件≫

①緊急事態宣言が解除されている都道府県で実施されること。
*サーフLSコース講習会については、都道府県による海岸利用の自粛要請が出されていないこと。

②開催地域（市町村）の公立学校（小中学校）の授業が再開されていること。
③受講者、指導員、スタッフ等が開催地域（都道府県）の在住者であること。

*政府・都道府県による都道府県間の移動自粛要請が無ければ、開催地域外からの受け入れ可
④感染予防対策チェックリスト（講習会開催・受講時のチェックリスト.pdf）が全て満たされてい
ること。

≪保険適応について≫

受講者・指導員・スタッフに対して感染見舞金補償保険が付帯されます。
新型コロナウイルス感染症は、付帯される感染見舞金補償保険の補償対象になりますので、感染が
確認された場合は、JLA事務局に速やかに連絡してください

アカデミー本部（そのほかのトピック）



アカデミー本部（そのほかのトピック）



【別紙1】

氏名 会場：

【活動前14日間の体調チェック】

日付 体温 咳 痰 だるさ その他

1 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

2 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

3 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

4 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

5 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

6 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

7 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

8 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

9 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

10 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

11 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

12 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

13 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

14 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

【講習当日朝の体調チェック】

日付 体温 咳 痰 だるさ その他

1 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

2 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

3 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

4 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

5 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

6 / ℃ あり・なし あり・なし あり・なし

体調に異変のある場合は、当日の朝であっても遠慮せずに主管者（講習会担当者）に申し出てください。

主管者確認サイン

主管者確認サイン

本講習会　主管者　代表者 殿

新型コロナウイルス感染症に係る体調管理チェックシート

新型コロナウイルス感染防止対策のため、講習に参加する初日の14日前から体調管理を記録してください。

本記録については、講習の初日に主管者に用紙で提出してください。ただし、講習が複数日ある場合は、提出は最終日とします。

アカデミー本部（そのほかのトピック）



ベーシックサーフ
ライフセーバー資格
海浜で活動するライフセー
バーが取得する基礎資格

取得に6日間必要

1

1

4

≪e-learning対応≫
○BLS講習会 実技3.5時間+検定⇒0.5日拘束
○ウォーターセーフティ講習会 実技3時間+検定⇒0.5日拘束
○ベーシックサーフライフセービング講習会 実技16時間+検定⇒3日拘束

4日で取得可能

e-learning導入による具体的変化

0.5

0.5

3

アカデミー本部（そのほかのトピック）

◆BASICの場合



②熱意やライフセービングスピリットをどのように伝えるか
⇒講習会導入時や実技講習中に特に丁寧に伝達（指導員からのネガティブな意見はほぼ無い）

99%の受講者に
熱意を感じてもらっている

単純比較はできないが
従来講習に近い効果

①取得に6日必要だった日数が4日で取得可能
⇒3密の回避につながり受講者と指導員の心身の負担を軽減
⇒拘束日数の減少

受講希望者：受講しやすい
開催主管者：開催しやすい

アカデミー本部（そのほかのトピック）

e-learning導入による具体的変化



③学科に対する理解度が低くならないか
⇒学科検定による不合格者は0名（2020，2021年度の講習会実績）

≪受講者の声（ヒヤリングおよびアンケートより）≫
●自分のタイミングで何度でも視聴できることで、復習や理解不足の部分を重点的に学習できる
●教本や動画スライドの表記とインストラクターが使用する言葉が違うことがあった
●eラーニングは淡々と進んでいきますが、重要なポイントはもう少し熱量を上げて説明してもらえるとメリハリがあっ
て更に理解が進むと思いました。

◆受講者⇒ポジティブな意見とクオリティ向上を求める声

アカデミー本部（そのほかのトピック）

e-learning導入による具体的変化

≪インストラクターの声（指導員報告書より）≫
●知識の確認が時間的にできない。
●習熟度に差が出ている。
●受講生の学科習熟度が低いと思う。
●動画では伝わりずらい部分は講習会時に理解できるよう、丁寧に説明等行った。

◆指導員⇒学科の理解度を不安視する声（学科検定の結果とギャップ）

学科検定だけでは判別できない
講習修了後の知識の定着が重要



アカデミー本部（そのほかのトピック）

◆今後のe-learningについて

• 2022年度もe-learning講習を継続実施
• 従来通り全て対面で行うことも可能。各地の状況に応じて主管者・インストラクターが選択

• 新型コロナウイルスの感染拡大が収まってもリモート学習の潮流はおそらく変わらない
• 今後もJLAアカデミー講習会は対面とリモートのハイブリッド学習を継続予定

インストラクターが熱い想いを持って
ライフセービングスピリッツを伝える事が重要！

• e-learningは一定の成果を見せた（開催数、受講者数、理解度）
• 動画の改訂時に、内容だけでなくクオリティを高める工夫が必要
• 知識の定着のために各配属先（所属クラブ等）でフォローが必要

◆e-learning導入の評価



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

（公財）日本ライフセービング協会JLAアカデミー本部

JLA指導員資格認定講習会

作成日：2021年2月



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

⚫実技に関しては呼称含め変更なし

⚫BLS講習会にFA（観察・止血のみ*ターニケットは触れない）の導入

⚫新型コロナウイルス感染症流行期への対応（胸骨圧迫のみ、傷病
者の口と鼻にマスク）について記述

⚫オートショックAEDについて記述

⚫各写真の更新

⚫新たな実技動画の作成

✓成人BLS

✓小児BLS

✓乳児BLS

✓新型コロナウイルス感染症流行期への対応

✓回復体位

◆ガイドライン2020新教本及び指導要領についてのトピック



2015BLSのアルゴリズム

ガイドライン2020新教本及び指導要領について

傷病者の発見

反応の確認

119番通報＋AEDの依頼
*通信司令員の指示に従う

呼吸の確認
（普段通りの呼吸があるか？）

CPR 直ちに胸骨圧迫開始
強く（約5cm)*2、速く（100-120回/分）、絶え間なく（中断を最小にする）

AEDの装着

心電図解析
ショックは必要か？

直ちに胸骨圧迫からCPR再開*3ショック1回、ショック後
直ちに胸骨圧迫からCPR再開*3

反応あり

応急手当

気道確保
回復体位

普段通りの呼吸あり

普段通りの呼吸なしまたは死戦期呼吸*1

必要なし必要あり

安全の確認
全身の観察

3

反応なし 大声で応援を呼び、協力者を求める

胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせ

救急隊に引き継ぐまで、または傷病者に普段通りの呼吸や目的のある仕草が認められるまで続ける

*1わからない時は胸骨圧迫を開始する

人工呼吸の技術と意思があれば

*2小児は胸の厚さの約1/3

*3強く、速く、絶え間なく胸骨圧迫を行う！

3



2020BLSのアルゴリズム

ガイドライン2020新教本及び指導要領について

安全確認

反応はあるか？

大声で応援を呼ぶ
119番通報＋AED依頼 通信司令員の指示に従う

普段通りの呼吸があるか？

直ちに胸骨圧迫を開始する
強く（約5cm)*1、速く（100-120回/分）、絶え間なく（中断を最小にする）

AEDの装着

心電図解析
電気ショックは必要か？

直ちに胸骨圧迫から再開*3電気ショック、ショック後
直ちに胸骨圧迫から再開*2

あり

具合を尋ねる

様子をみながら
応援。救急隊を待つ

必要なし必要あり

なし・判断に迷う

胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせ

救急隊に引き継ぐまで、または傷病者に普段通りの呼吸や目的のある仕草が認められるまで続ける

人工呼吸の技術と意思があれば

*1小児は胸の厚さの約1/3

*2強く、速く、絶え間なく胸骨圧迫を行う！

あり

なし・判断に迷う

全体的に解りやす言葉
でシンプルになった。



2015救命の連鎖

ガイドライン2020新教本及び指導要領について

①心停止の予防

②心停止の早期認識と通報

③一次救命処置（心肺蘇生とAED）

④二次救命処置と心拍再開後の集中治療



2020救命の連鎖

ガイドライン2020新教本及び指導要領について

①心停止の予防

②早期認識と通報

③一次救命処置（心肺蘇生とAED）

④二次救命処置と集中治療



2015救命の可能性と時間経過

ガイドライン2020新教本及び指導要領について



2020救命の可能性と時間経過

ガイドライン2020新教本及び指導要領について

横軸が心臓がとまってから救急隊による電気ショックまでの時間に変更



AED電極パットの区分

ガイドライン2020新教本及び指導要領について

未就学児パット・モード 小学生～大人パット

未就学児の傷病者 ◎（推奨） 〇（可）

小学生や中学生以上
の傷病者

×（不可） ◎（推奨）

⚫小児用（1-8歳未満）・成人用から未就学児用・
小学生から～大人用に呼称が変更された

⚫小学高学年の児童に小児用パットが誤って使用
される事例があったなど、現場が混乱する恐れか
らガイドライン2020から変更



章タイトル 学科（分） 実技（分）

1章 心肺蘇生の意義 15 0

2章 呼吸・循環のしくみ 10 0

3章 心肺蘇生の理論 20 0

4章 心肺蘇生の実際 30 135

5章 小児・乳児への心肺蘇生 10 0

6章 気道異物除去 10 10（15）

7章 溺水事故での心肺蘇生 5（10） 0

8章 FA（ファーストエイド） 10（0） 5（0）

9章 ライフセービングとその活動 10（15） 0

- 総合シミュレーション課題/実技復習 0 60

講習時間小計
120 210

2時間00分 3時間30分

講習時間合計
330

5時間30分

◆時間配分の変更（トータル時間は変更なし）

ガイドライン2020新教本及び指導要領について



●学科
重要項目 ：理解する（到達目標）＆説明する（指導内容＆留意点）
その他の項目 ：知る（到達目標）＆伝える（指導内容＆留意点）

●実技
できる（到達目標）

◆指導要領の表現を統一

●今までの指導要領

理解する、伝える、説明する、触れる、心掛ける、意識する、知る、強調する
など様々

ガイドライン2020新教本及び指導要領について



学科指導要領

ガイドライン2020新教本及び指導要領について



章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第１章
心肺蘇生の意義

１．“命”が失われていく
速さ、“命”を救うことの
難しさ
２．救命の連鎖
３．日本の実状

15
一次救命処置の大切さ
を理解する。

◆蘇生率・社会復帰率・救命の連鎖・119番通報から救急車到着までの時
間に触れ、救命処置は時間との戦いであることや、バイスタンダーCPRの
有効性、一般市民の一次救命処置（BLS）習得の重要性を伝える。
◆JLAの経験など（パトロールログをもとに）CPR施行例の現状にも触れる。

本講習の核となる分野であること
を意識する。

第２章
呼吸・循環のしく
み

１．細胞が生きるために
２．血液の成分と役割
３．呼吸のしくみ
４．循環のしくみ

10

●細胞にATPが必要で
ありATP産生に酸素が必
要であることを知る。
●CPRに関わる呼吸器
系の解剖、生理を知る。

◆人体の細胞の構成とエネルギー源について簡単に説明する。
◆呼吸のしくみを血液の流れ、酸素の運搬・ガス交換を通して説明する。
◆脳への酸素供給率・ATP需要率から、心停止後4分が限界と説明する。

短時間で理解させなければならな
いため、内容を簡潔にまとめて伝
えるように心掛ける。

第３章
心肺蘇生の理論

１．心肺蘇生の意義・目
的
２．胸骨圧迫の重要性
３．心停止の分類と心室
細動という不整脈
４．心室細動の治療と
AEDの必要性

20

●心室細動について知
る。
●心室細動において早
期に電気ショックを行う
重要性を知る。
●CPRに関わる循環器
系の解剖、生理を知る。
●心停止の際のAEDの
有効性を知る。

◆胸骨圧迫は、強く（約5cm）、速く（100～120回/分）、絶え間なく（極力中
断をせず、人工呼吸にかかる時間も10秒以内）に実施することが重要であ
ることを理解させる。
◆心停止の分類（心静止・心室細動・無脈性心室頻拍・無脈性電気活動）
の特性を説明する。
◆心室細動時の電気ショック成功率と時間、AEDの必要性を説明する。
◆心停止＝心拍出量0（ゼロ）であることを理解させる。

市民救助者に対して「胸骨圧迫の
深さが6cmを超えないようにする」
という指導は混乱を招く恐れがあ
るため触れない。

ガイドライン2020新教本及び指導要領について（学科指導要領）

章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第１章
心肺蘇生の意義

１．“命”が失われていく
速さ、“命”を救うことの
難しさ
２．救命の連鎖
３．日本の実状

15
一次救命処置の大切さ
を理解する。

◆救命の可能性・社会復帰率・救命の連鎖・119番通
報から救急車到着・医療機関への搬送までの時間に
触れ、救命処置は時間との戦いであることや、バイス
タンダーCPRの有効性、一般市民の一次救命処置
（BLS）習得の重要性を説明する。
◆指導員の経験などCPR施行例を伝える。

■本講習の核となる分野であることを伝える。
■「あなたは愛する人を救えますか？」のメッセージを
伝える。
■社会復帰率の向上に貢献できる者の育成が目的で
あること伝える。

第２章
呼吸・循環のしく
み

１．細胞が生きるために
２．血液の成分と役割
３．呼吸のしくみ
４．循環のしくみ

10

●細胞にATPが必要で
ありATP産生に酸素が必
要であることを知る。
●CPRに関わる呼吸・循
環のしくみを知る。

◆人体の細胞の構成とエネルギー源について簡単に
伝える。
◆呼吸のしくみを血液の流れ、酸素の運搬・ガス交換
を通して伝える。
◆心停止後は、AT'Pが枯渇し、細胞が生きる事がで
きなく死を迎えることを伝える。

■短時間で、内容を簡潔にまとめて伝える。

第３章
心肺蘇生の理論

１．心肺蘇生の意義・目
的
２．胸骨圧迫の重要性
３．心停止の分類と心室
細動という不整脈
４．心室細動の治療と
AEDの必要性

20

●心肺蘇生の意義・重要
性を理解する。
●質の良い有効な胸骨
圧迫について理解する。
●心停止の分類につい
て及びAEDの必要性を
理解する。

◆胸骨圧迫は、強く（約5cm）、速く（100～120回/分）、
絶え間なく（中断を最小にする）実施することが重要で
あることを説明する。
◆心停止の分類（心静止・心室細動・無脈性心室頻
拍・無脈性電気活動）の特性を説明する。
◆心停止＝心拍出量0（ゼロ）であることを説明する。
◆心室細動時の電気ショック成功率と時間、AEDの必
要性を説明する。

■なぜ心肺蘇生・AEDが必要なのか？質の良い胸骨
圧迫の重要性を実技指導に繋げるように説明する。



章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第４章
心肺蘇生の実際

１．一次救命処置
２．心肺蘇生の実施手順

30
CPR実施の手順及び主
な手技について知る。

◆BLS（一次救命処置）の手順を参照。
◆周囲の安全確認の重要性（二次事故防止）から始め
手順を追って各手技のポイントと要点を理解させる。
◆反応の有無に迷った場合も119番通報することを伝
える。
◆胸骨圧迫は強く・速く・絶え間なくの胸骨圧迫が重要
であることをあらためて強調する。
◆人工呼吸は、吹き込みの成功・失敗に関わらず、や
り直さないことを伝える。
◆人工呼吸による胸骨圧迫の中断時間は10秒以内と
することを伝える。
◆極力、無駄な時間を無くすことを強調する。
◆簡単に合併症（副損傷）についても触れる。

■救助者自身の安全確保に始まり、常に周囲と傷病
者の様子を観察し続ける姿勢を大切に伝える。
■実技で使用する呼称を明確にしておく。
■各確認時間は10秒以内が目安であることを確認す
る。
■死戦期呼吸（実演・映像を見せる）など、普段どおり
の呼吸が見られない場合やその判断に自信が持てな
い場合は、呼吸なしとして扱う。
■傷病者の衣服は、CPRのみの実施段階では手技に
支障をきたさなければそのまま実施し、AED装着時に
脱がせる。

第５章
小児・乳児への
心肺蘇生

１．小児・乳児への一次
救命処置
２．事故防止の重要性

10
小児・乳児に対する一次
救命処置について知る。

◆小児・乳児の定義を知る。
◆小児・乳児は呼吸原性心停止が多いことから、迅速
な胸骨圧迫とともに人工呼吸をいち早く行うことが救命
処置上、重要であることを伝える。

基本的には成人の場合と同じBLSアルゴリズムで進め
るが、身体の大きさや小児・乳児の特徴などにより多
少の相違点がある。

ガイドライン2020新教本及び指導要領について（学科指導要領）

章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第４章
心肺蘇生の実際

１．一次救命処置
２．心肺蘇生の実施手順

30
CPR実施の手順及び主
な手技について理解する。

◆BLS（一次救命処置）の手順を説明する。
◆周囲の安全確認の重要性（二次事故防止）から始め
手順を追って各手技のポイントと要点を説明する。
◆反応の有無に迷った場合も119番通報すること、通
信指令員が指導してくれることを説明する。
◆胸骨圧迫は強く・速く・絶え間なく（中断を最小にす
る）の胸骨圧迫が重要であること、さらに圧迫の解除の
重要性をあらためて強調して説明する。
◆人工呼吸は、吹き込みの成功・失敗に関わらず、や
り直さないこと、中断は10秒以内とすることを説明する。
◆AED（オートショック含む）の取り扱いを説明する。
◆合併症（副損傷）、感染予防について伝える。
◆心肺蘇生を中止してよい条件、傷病者記録表につ
いて伝える。
◆新型コロナウイルス感染症流行期への対応（胸骨圧
迫のみ、傷病者の口と鼻にマスク）について説明する。

■実技指導に繋げるように説明する。
■救助者自身の安全確保に始まり、常に周囲と傷病
者の様子を観察し続ける姿勢を大切に説明する。
■指導員は実技で使用する呼称を明確にしておく。受
講者は実技の本質を重視し、呼称には強く拘る必要は
ない。
■各確認時間は10秒以内が目安であることを確認す
る。
■死戦期呼吸（実演・映像を見せる）など、普段どおり
の呼吸が見られない場合やその判断に自信が持てな
い場合は、呼吸なしと説明する。
■傷病者の衣服は、CPRのみの実施段階では手技に
支障をきたさなければそのまま実施し、AED装着時に
脱がせる。特に女性の場合、衣服を脱がせる時に配慮
が必要なことを伝える。

第５章
小児・乳児への
心肺蘇生

１．小児・乳児への一次
救命処置
２．事故防止の重要性

10
小児・乳児に対する一次
救命処置について知る。

◆小児・乳児の定義を伝える。
◆子供の主な事故要因を伝える。
◆小児・乳児は呼吸原性心停止が多いことから、迅速
な胸骨圧迫とともに人工呼吸をいち早く行うことが救命
処置上、重要であることを伝える。

■基本的には成人の場合と同じBLSアルゴリズムで進
めるが、身体の大きさや小児・乳児の特徴などにより
多少の相違点がある事を伝える。
■AEDには未就学児用パッドと小学生～成人用パッド
があることを伝える。



章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第６章
気道異物除去

１．異物による窒息の危
険性
２．異物除去の方法

10
気道異物除去の方法に
ついて知る。

反応（意識）があるときに実施するが、反応（意識）が無
く、呼吸が無くなった場合は直ちにCPRを開始すること
を伝える。

吐物(胃内容物の逆流など)の処置についても触れる。

第７章
溺水事故での心
肺蘇生

１．溺水事故での心肺蘇
生の留意点
２．溺水事故での吐物へ
の対応

10
側臥位での逆流の対応
を知る。

◆溺水の場合の多くは、CPRを実施している最中に吐
物(胃内容物の逆流など)を伴うことを伝える。
◆側臥位の仕方を説明し、吐物の対応を行うことに触
れる。

本講習では、あくまでも基本的なBLSの手技を身につ
けることを主とする為、時間をかけ過ぎないように心掛
ける。

第８章
ライフセービング
と
その活動

１．ライフセービングとは
２．日本のライフセービン
グの歴史
３．日本ライフセービング
協会とその活動

15

●ライフセービングの定
義と基本的事項について
知る。
●日本ライフセービング
協会について知る。

◆「事故防止活動」の基本理念を伝える。Water Safety
に起源を発した世界的組織活動であること。「水死者が
年間37万2千人（約1分30秒に1人）」の現状を伝える。ラ
イフセービングの歴史（世界と日本）についても触れる。
◆ILSの日本代表機関であること、JLAミッション『JLA
ヒューマンチェーン』について説明する。

■サーフライフセービングの内容に偏らないようにし、
日常生活でのライフセービングの重要性や意義（ライフ
セービングスピリッツ）を伝える。
■簡潔に、そして押しつけにならないように話す。

ガイドライン2020新教本及び指導要領について（学科指導要領）

章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第６章
気道異物除去

１．異物による窒息の危
険性
２．異物除去の方法

10
気道異物除去の方法に
ついて理解する。

◆各手技について説明する。
◆反応（意識）があるときに実施するが、反応（意識）が
無く、呼吸が無くなった場合は直ちにCPRを開始するこ
とを説明する。

■実技指導に繋げるように説明する。

第７章
溺水事故での心
肺蘇生

１．溺水事故での心肺蘇
生の留意点
２．溺水事故での吐物へ
の対応

5
溺水事故での心肺蘇生
の留意点、吐物への対応
知る。

◆自然水域で水中に入っての救助は大きな危険を伴う
ことを伝える。
◆溺水の場合の多くは、CPRを実施している最中に吐
物(胃内容物の逆流など)を伴うこと、その対応（側臥位
での吐物除去）を伝える。

■本講習では、あくまでも基本的なBLSの手技を身に
つけることを主とする為、時間をかけ過ぎないように伝
える。

第8章
ファーストエイド
（FA）

１．ファーストエイドの基
本的な考え方
２．傷病者の観察
３．手当の実際

10
FAの基本的な考え方、観
察、止血の手技について
理解する。

◆FAの考え方・留意点を説明する。
◆観察・手当（直接圧迫止血）について説明する。
◆血液の1/3以上失うと生命の危険を及ぼすことを伝
える。

■FAの対応は多岐に渡る。本講習では出血への対応
である止血のみを扱う事を伝える。

第9章
ライフセービング
と
その活動

１．ライフセービングとは
２．日本のライフセービン
グの歴史
３．日本ライフセービング
協会とその活動

10

●ライフセービングの定
義と基本的事項について
知る。
●日本ライフセービング
協会について知る。

◆「事故防止活動」の基本理念を伝える。Water Safety
に起源を発した世界的組織活動であること。ライフセー
ビングの歴史（世界と日本）について伝える。
◆ILSの日本代表機関であること、JLAミッション『JLA
ヒューマンチェーン』について伝える。

■サーフライフセービングの内容に偏らないようにし、
日常生活でのライフセービングの重要性や意義（ライフ
セービングスピリッツ）を伝える。
■簡潔に、そして押しつけにならないように伝える。



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

実技指導要領



章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第４章
心肺蘇生の実際

【135分】

・周囲の観察
・全身の観察
・反応（意識）の確認
・119番通報、AEDの要請
・呼吸の確認
・回復体位、経過観察

25

●反応（意識）の評価が
できる。
●応援要請ができる。
●普段どおりの呼吸の有
無を判断できる。
●回復体位をとれる。
●経過観察ができる。

指導員によるデモンストレーション→受講生2人1組
【生体で実習】
普段どおりの呼吸あり→回復体位

◆周囲の安全をその場から動かずに指先確認をする。
◆生命の徴候（バイタルサイン）の観察についても簡単
に触れる。
◆大きな声・肩たたきで恥ずかしがらず実施させる。
◆大きな声ではっきりと指名して指示させる。
◆普段どおりの呼吸があるかを確認させる。
◆普段どおりの呼吸を確認し、回復体位をとる。

■救助者自身の安全確保（二次事故防止）が最優先。
■主に大出血の確認をさせる。
■協力者がいない時は自ら通報を再確認。
■生体で普段通りの呼吸を確認させる。確認の難しさ
を体験。

ガイドライン2020新教本及び指導要領について（実技指導要領）

章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第４章
心肺蘇生の実際

【135分】

・周囲の観察
・全身の観察
・反応（意識）の確認
・119番通報、AEDの手配
・呼吸の確認
・回復体位、経過観察

25

●安全の確認ができる。
●反応（意識）の確認が
できる。
●応援要請（119番通報
とAED手配の依頼）がで
きる。
●普段どおりの呼吸の有
無を判断できる。
●回復体位ができる。
●経過観察ができる。

指導員によるデモンストレーション（生体）→受講生2人
1組
【生体で実習 ※生体で難しい場合はダミー人形でも
可】
普段どおりの呼吸あり→回復体位

◆周囲の安全をその場から動かずに指先確認をする。
◆生命の徴候（バイタルサイン）の観察についても簡単
に触れる。
◆大きな声・肩たたきで恥ずかしがらず実施させる。
◆大きな声ではっきりと指名して応援要請させる。
◆普段どおりの呼吸があるかを確認させる。
◆普段どおりの呼吸を確認し、回復体位を実施させる。

■実技指導を行いながら学科指導の内容を再確認す
る。
■救助者自身の安全確保（二次事故防止）を最優先に
する。
■主に大出血があるかの確認する。
■協力者がいない時は自ら119番通報することを確認
する。
■生体で普段通りの呼吸を確認させ、確認の難しさを
体験する。



章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第４章
心肺蘇生の実際

【135分】

・訓練用ダミー人形の取
扱説明
・胸骨圧迫
・気道確保
・人工呼吸
・コンビネーション

35

●ダミーを用いたCPRが
行える。
●正しい手の位置で胸
骨圧迫が行える。
●胸骨圧迫の中断時間
を少なくすることの重要
性について知る。
●適切な力で胸骨圧迫
ができる。
●毎分100～120回の胸
骨圧迫が行える。

指導員によるデモンストレーション→受講生4人に1体
【ダミー人形で実習】
普段どおりの呼吸なし→胸骨圧迫→気道確保と人工
呼吸

◆圧迫の位置・姿勢・方法・目線（体動確認）を確認す
る。
◆気道確保は、頭部後屈＆顎先挙上で行う。
◆吹き込み時間（1秒）の確認、吹き込み時の目線を
確認する。
◆人工呼吸は上手く入らなくてもやり直さないことを再
確認する。
◆人工呼吸は10秒以内に実施すること再確認する。
◆強く（約5cm）、速く（100～120回/分）、絶え間なく
（極力中断をしない。人工呼吸にかかる時間も10秒以
内）を体得させる。

■生体との違いを説明。
■顎から頸部にかけての軟部組織にくいこまないよう
にさせる。
■常に感染防止用シールドを使用して人工呼吸を実
施。
■時間の許す限り繰り返し実施。
■胸骨圧迫は、サイクル回数が増すごとに有効圧力
が得られなくなる傾向に注意。
■メトロノーム（100BPM）のテンポに合わせて胸骨圧
迫を行う。
■吹き込み感覚・圧迫強度・タイミング・リズムなどに
慣れてもらうことに重点をおく。

ガイドライン2020新教本及び指導要領について（実技指導要領）

章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第４章
心肺蘇生の実際

【135分】

・訓練用ダミー人形の取
扱説明
・胸骨圧迫
・気道確保
・人工呼吸
・コンビネーション

35

●ダミーを用いたCPRが
できる。
●正しい手の位置、適切
な力、毎分100～120回
の胸骨圧迫ができる。
●気道確保を行い適切
な人工呼吸ができる。
●人工呼吸と胸骨圧迫
がタイミングよくできる。

指導員によるデモンストレーション→受講生4人に1体
【ダミー人形で実習】
普段どおりの呼吸なし→胸骨圧迫→気道確保と人工
呼吸

◆圧迫の位置・姿勢・方法・目線（体動確認）を確認さ
せる。
◆強く（約5cm）、速く（100～120回/分）、絶え間なく
（中断を最小にする）を習得させる。
◆気道確保は、頭部後屈＆顎先挙上で実施させる。
◆吹き込み時間（1秒）の確認、吹き込み時の目線を
確認する。
◆人工呼吸は上手く入らなくてもやり直さないこと、人
工呼吸は10秒以内に実施させる。

■実技指導を行いながら学科指導の内容を再確認す
る。
■生体との違いを説明する。
■顎から頸部にかけての軟部組織にくいこまないよう
にする。
■常に感染防止用シールドを使用して人工呼吸を実
施する。
■時間の許す限り繰り返し実施する。
■胸骨圧迫は、毎回解除しているかを確認する。
■メトロノーム（100BPM）のテンポに合わせて胸骨圧
迫を行う。
■吹き込み感覚・圧迫強度・タイミング・リズムなどに
慣れてもらうことに重点をおく。
■吹込みと胸骨圧迫がスムーズに出来ているかを確
認する。



章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第４章
心肺蘇生の実際

【135分】

AED到着からCPR
交代・AED装着か
ら電気ショック適応
まで

35 AEDの操作ができる。

指導員によるデモンストレーション→受
講生4人1組
【ダミー人形+AEDトレーナーで実習】

器具の使用に慣れることに時間をかけ、
手順と流れの確認を常に行う。

傷病者発見から
CPR開始・AED到
着・1回目の電気
ショック適応・2分
間CPR継続・電気
ショック不要まで

40
CPR開始からAED到着まで一連動作で
行える。

指導員によるデモンストレーション→受
講生4人1組
【ダミー人形+AEDトレーナーで実習】

◆基本的な流れを習得した後に、複数
のシナリオ（2回目の電気ショック後の設
定）を試すことで、受講者の能動的な対
応力を身につけさせる。
◆電気ショック実施後は、直ちに胸骨圧
迫から再開することを実践させる。

■途中、随時、休憩を入れる。
■時間の許す限り繰り返し実施させる。
■講習中の中で一度は2分間継続して
の胸骨圧迫を行い、疲労による圧迫の
深さを維持することの難しさを体感させる。

ガイドライン2020新教本及び指導要領について（実技指導要領）

章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第４章
心肺蘇生の実際

【135分】

AED到着からCPR交
代・AEDの使用（電
極パッドの貼り付け
から電気ショック実
施）まで

35 AEDの使用ができる。

指導員によるデモンストレーション→受
講生4人1組
【ダミー人形+AEDトレーナーで実習】

◆器具の使用に慣れることに時間をか
け、手順と流れの確認を常に行う。

■実技指導を行いながら学科指導の内
容を再確認する。
■AEDの音声をしっかり聞かせる。

傷病者発見からCPR
開始・AED到着・1回
目の電気ショック実
施・2分間CPR継続・
電気ショック不要ま
で

40 CPR開始からAED到着まで一連動作ができる。

指導員によるデモンストレーション→受
講生4人1組
【ダミー人形+AEDトレーナーで実習】

◆基本的な流れを習得した後に、複数
のシナリオ（2回目の電気ショック後の設
定）を試すことで、受講者の能動的な対
応力を習得させる。
◆電気ショック実施後は、直ちに胸骨圧
迫から再開することを実践させる。

■実技指導を行いながら学科指導の内
容を再確認する。
■時間の許す限り繰り返し実施させる
（適宜休憩をいれる）。
■講習中の中で一度は2分間継続して
の胸骨圧迫を行い、疲労による圧迫の
深さを維持することの難しさを体感させる。



ガイドライン2020新教本及び指導要領について（実技指導要領）

章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第６章
気道異物除去

・背部叩打法
・腹部突き上げ法

15 異物除去に対応できる。

指導員によるデモンストレーション→受講生2人1組
【生体で実習】

何れも疑似体験にとどめ、傷病者役の受講者に決し
て危害が及ばないよう十分周知の上、実施する。

総合シミュレーション課題 30
状況を判断し、適切な判
断及び手当を行える。

総合シミュレーション課題（別紙）を参考に実施する。
各回とも3分以内の実施時間とし、受講者全員が第一
救助者、協力者A・Bを体験できるよう心掛ける。

実技総合復習 30 受講者が自由に復習出来るよう心掛ける。

章タイトル 項目 時間 到達目標 指導内容 指導上の留意点

第６章
気道異物除去

・背部叩打法
・腹部突き上げ法

10 異物除去に対応できる。

指導員によるデモンストレーション→受講生2人1組
【生体で実習】

何れも疑似体験にとどめ、傷病者役の受講者に決し
て危害が及ばないよう十分周知の上、実施させる。

■ダミー人形を使って体験させても良い。

第８章
ファーストエイド
（FA）

・直接圧迫止血法 5
直接圧迫止血法ができ
る。

指導員によるデモンストレーション→受講生2人1組
【生体で実習】

◆安全確認、感染防御、自己紹介及び救護の同意を
行わせる。
◆ハンカチやガーゼを出血部位にあて直接圧迫止血
を実施させる。
◆感染予防の為、救助者役は手袋の使用またはビ
ニール袋を手袋の代わりとして行う。

■ハンカチやガーゼ、手袋やビニール袋の準備が難
しい場合、指導員によるデモンストレーション時のみ行
う。
■出血部位が上肢など用意の挙上ができる場合は、
挙上も合わせて行う。下肢など挙上が難しい部位の
場合は無理に行わなくても良い。

総合シミュレーション課題 30
状況を判断し、適切な判
断及び手当ができる。

総合シミュレーション課題（別紙）を参考に行う。

■各回とも3分以内の実施時間とし、受講者全員が第
一救助者、協力者A・Bを体験させる。
■実施後、指導者からのフィードバック、受講生同士
の振り返りを行う。

実技総合復習 30 受講者が自由に復習出来るように行う。



現在急ピッチで作業を進めています。

指導要項で解りづらい部分があれば
是非フィードバックお願いします！

• 各BLS動画のアップ 3月末
• 最終指導要項の配布 3月末
• 2020年対応ＢＬＳ教本の配布 3月末目標

※今回更新して頂いた指導員の皆さんには製本出来次第
無料で郵送いたします。

• パワーポイント資料 3月末
• e-learning動画 3月末

• 2022年4月のBLS講習会から新テキストで実施

◆今後のスケジュール

ガイドライン2020新教本及び指導要項について



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

補足資料
JRC蘇生ガイドライン2020

監修：一般社団法人日本蘇生協議会 医学書院(2021)

第1章 一次救命処置 抜粋



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

JRC蘇生ガイドライン2020

◆JRC蘇生ガイドライン2020のBLSについて重要なポイント

• 傷病者に反応がない場合、あるいは反応の有無の判断に迷う場合、救助者は119番通報をして通信指令室の指
示を仰ぐ。

• 傷病者に反応がみられず、普段通りの呼吸がない、あるいは呼吸状態の判断に迷う場合には、胸骨圧迫による有
害事象を恐れることなく、直ちに胸骨圧迫からCPRを開始する。

• 質の高い胸骨圧迫を行うことが重要である。胸骨圧迫の部位は胸骨の下半分とし、深さは胸が約5cm沈むように
圧迫するが、6㎝を越えないようにする。1分間あたり100-120回のテンポで胸骨圧迫を行い、圧迫解除時には胸
を完全に元の位置に戻し、力がかからないようにする。胸骨圧迫の中断を最小にする。

• 訓練を受けてない救助者は、胸骨圧迫のみのCPRを行う。

• 救助者が人工呼吸の訓練を受けており、それを行う技術と意思がある場合は、胸骨圧迫と人工呼吸を30:2の比
で行う。特に乳児の心停止では、人工呼吸を組み合わせたCPRを行うことが望ましい。

• 人工呼吸を2回行うための胸骨圧迫の中断は10秒以内とし、胸骨圧迫比率（CCF:CPR時間のうち、実際に胸骨
圧迫を行っている時間の割合）を出来るだけ大きく、最低でも60%とする。

• AEDが到着したら、すみやかに電源を入れて、電極パットを貼付する。AEDの音声メッセージに従ってショックボタン
を押し、電気ショックを行った後は、ただちに胸骨圧迫を再開する。

• CPRとAEDの使用は、救急隊など、二次救命処置（ALS）を行うことができる救助者に引き継ぐか、明らかに自己心
拍再開（ROSC）と判断できる反応（普段通りの呼吸や目的のある仕草）が出現するまで繰り返し続ける。



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

JRC蘇生ガイドライン2020

バイスタンダーが一人だけで携帯電話を持っている場合に、反応がない傷病者を発
見した後に行う対応として、CPR開始と119番通報のどちらを優先すべきか？

バイスタンダーが一人だけで携帯電話を持っている場合は、119番通報し、携帯電
話のスピーカー又はハンズフリーオプションを作動させてただちにCPRを開始し、必
要に応じて通信指令員の口頭指導を受けることを推奨する。

CPRは胸骨圧迫と人工呼吸のどちらから解すすべきか？

新たな推奨と提案を行うエビデンスは見つからなかった。よってガイドライン2015を
踏襲（胸骨圧迫から開始）。

胸骨を圧迫する位置として胸骨の下半分は適切か？

胸骨を圧迫する位置として、胸骨の下半分を提案する。



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

JRC蘇生ガイドライン2020

胸骨圧迫の最適の深さはどの程度か？

平均的な体格の成人に対する用手胸骨圧迫は6cmを越える過剰な圧迫を避けつ
つ、約5cmの深さで行う。

胸骨圧迫の最適なテンポはどの程度か？

用手胸骨圧迫のテンポは100-120k回/分を推奨する。

胸骨圧迫で圧迫と圧迫の間は力を安全に抜くべきか？

救助者が用手胸骨圧迫を行う際には、胸壁が完全に元の位置に戻るように、圧迫
と圧迫の間に胸壁に力がかからないようにすることを提案する。

心電図解析や換気のために許される胸骨圧迫中断時間はどの程度か？

成人のCRR中には、2回の換気に伴う胸骨圧迫の中断は10秒未満にすることを提
案する。



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

JRC蘇生ガイドライン2020

胸骨圧迫の最適の深さはどの程度か？

平均的な体格の成人に対する用手胸骨圧迫は6cmを越える過剰な圧迫を避けつ
つ、約5cmの深さで行う。

胸骨圧迫の最適なテンポはどの程度か？

用手胸骨圧迫のテンポは100-120回/分を推奨する。

胸骨圧迫で圧迫と圧迫の間は力を完全に抜くべきか？

救助者が用手胸骨圧迫を行う際には、胸壁が完全に元の位置に戻るように、圧迫
と圧迫の間に胸壁に力がかからないようにすることを提案する。

心電図解析や換気のために許される胸骨圧迫中断時間はどの程度か？

• 成人のCRR中には、2回の換気に伴う胸骨圧迫の中断は10秒未満にすることを提案する。
• 電気ショック前後の胸骨圧迫中断時間を出来るだけ短くすることを推奨する。
• CPR中の胸骨圧迫比率（CPR時間のうち、実際に胸骨圧迫を行っている時間の比率）は
出来るだけ高くして、少なくとも60%とすることを提案する。



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

JRC蘇生ガイドライン2020
胸骨圧迫のみのCPRでは救助者の疲労に伴ってCPRの質が低下するか？

新たな推奨と提案を行うエビデンスは見つからなかった。よってガイドライン2015を踏襲
（胸骨圧迫の役割は1-2分で交代）

胸骨圧迫と人工呼吸の君合わせで最適な比はいくつか？

心停止時の胸骨圧迫：人工呼吸比として30:2提案する。

胸骨圧迫のみのCPRの有効性は従来のCPRに比べてどうか？

• 全ての救助者は全ての心停止傷病者に対して胸骨圧迫を行うことを推奨する。

• 人工呼吸の訓練を受けており、それを行う技術と意思がある救助者は全ての成人心
停止傷病者に対して、胸骨圧迫と人工呼吸を実施することを提案する。

心停止ではない傷病者に対して胸骨圧迫を行うと、傷病者に有害事象が発生するか？

市民救助者は傷病者が心停止でなかった場合のCPRによる有害事象を恐れることなく、
心停止を疑った場合には、CPRを開始することを推奨する。



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

JRC蘇生ガイドライン2020

異物による気道閉塞を解除するにはどのよう場方法が有効か？

• 異物による気道閉塞を認識した目撃者は、可能な限り早期に気道閉塞の解除をサ
ポートすることを提案する。

• 有効な咳がでない成人及び1歳以上の小児の傷病者では、まず背部叩打を行うこと
を推奨する。

• 有効な咳がでない成人及び1歳以上の小児の傷病者で、背部叩打が有効でない場
合は、腹部突き上げを行うことを推奨する。

• 乳児（1歳未満）の傷病者では腹部突き上げは行わず、背部叩打と胸部突き上げを
組み合わせて繰り返し行う。

• 口腔内に異物が見える場合には、可能なら指で異物を取り除くことを提案する。

• 異物による気道閉塞の傷病者に対して、盲目的にフィンガースイープを行わないこ
とを提案する。

• 異物による気道閉塞の傷病者が意識を失った場合には、胸骨圧迫を行うことを提
案する。



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

補足資料
JRC蘇生ガイドライン2020

監修：一般社団法人日本蘇生協議会 医学書院(2021)

第8章 ファーストエイド 抜粋



◆ファーストエイドの定義
⚫ ファーストエイドとは、急な病気やけがした人を助けるためにとる最初の行動である。

⚫ ファーストエイドの目的は、人の命を守り、苦痛を和らげ、それ以上の病気やけが
の悪化を防ぎ、回復を促すことである。

⚫ ファーストエイドは、セルフケアを含め、どのような状況においても誰によっても開
始されうるものである。

◆救助者にファーストエイドで求められること
⚫ ファーストエイドの必要な状況を認識し、評価し、優先順位をつける。

⚫ 適切な能力を用いてファーストエイドを行うとともにファーストエイドの限界を認識す
る。

⚫ 必要であれば救急医療サービス（119番通報）や医療従事者にゆだねる。

◆ファーストエイドのあるべき姿
⚫ ファーストエイドは、医学的に適切で、利用可能な最善の科学的エビデンスに基づ
くものでなければならない。

⚫ ファーストエイドの教育が重要であり、全ての人はファーストエイドを学ぶべきであ
る。

⚫ 人を助ける行動は推奨されるべきでであり、誰もが行動すべきである。

ガイドライン2020新教本及び指導要領について



ガイドライン2020新教本及び指導要領について

生命を脅かす重度の外出血に対してファーストエイドプロバイダーが用いる止血法はなに
か？

• 生命を脅かす重度の外出血に対して、ファーストエイドプロバイダーが体外式圧迫器具
あるいは圧迫被覆材、圧迫包帯を用いるよりも、直接圧迫止血法を推奨する。

• 生命を脅かす重度の外出血に対してファーストエイドプロバイダーが、直接圧迫止血法
と比較して止血点止血法を実施しないことを推奨する。

生命を脅かす重度の四肢出血に対して、止血帯止血法が有効か？

• ファーストエイドプロバイダーは、止血帯の使用が可能な生命を脅かす重度の四肢出
血に対して、直接圧迫止血法のみの場合と比較して、直接圧迫止血法に加えて止血
帯止血法を行うことを推奨する。

• 生命を脅かす重度の四肢出血に対して、止血帯をすぐに使用できない場合には、止血
帯が使用できるまで直接圧迫止血法を行うことを提案する。

• ファーストエイドプロバイダーは、生命を脅かす重度の四肢出血に対して、包帯などを
利用した即席の止血帯よりも、市販止血帯を使用することを提案する。



LIFESAVERS 運用上の留意点と機能の確認



はじめに

2019年度からLIFESAVERSの運用を開始し、

運用しながら機能の改修・追加を行ってきました。

機能については様々なご要望をいただき、実現させたいものが多
くありましたが優先順位をつけて一部を改修することができまし
た。

今回は、講習運営に関わる部分や質問の多かった機能の扱い方を
資料にまとめました。



[1]講習運営①講習会IDの入力漏れが多い（講習会データパック対応）

[1]講習運営②合否の入力漏れがある（講習会データパック対応）

[1]講習運営③出欠設定の入力漏れがある（ 対応）

[1]講習運営④欠席者はキャンセル扱いの対応を（ 対応）

[1]講習運営⑤認定日の設定は最終日の翌日に統一を（ 対応）

[1]講習運営⑥誓約書の提出は不要になっています（ 対応）

[2]質問の多い機能①パスワードは で確認可能

[2]質問の多い機能②登録証出力手順

[2]質問の多い機能③領収証出力手順

[2]質問の多い機能④支払い明細発行出力手順

[3] への入金ルール

今回の伝達ポイント



[1]講習会運営①≪データパック（エクセル）≫

■講習会IDの入力漏れ

• 様式2に【講習会ID】を入力してください。過去のデータパックを再活用す
る場合は、必ず書き換えてください。



■合否の入力漏れ

• 総合結果表に【合否】を入力してください。

[1]講習会運営②≪データパック（エクセル）≫



■出欠設定の入力漏れ

• 都道府県協会および第1種クラブ主管講習会の場合、出欠設定を必ず行って
ください。

• この作業は、JLA本部機能では対応できません。

• 出欠設定がされていないと、JLAで合否確定作業ができません。

（次ページから出欠設定方法を解説します）

[1]講習会運営③≪ ≫



講習会情報の「日程一覧」セクションにある「開催日」リンクをクリックすると講習会
の日程情報を確認できます。

[1]講習会運営③≪ ≫【出欠設定の方法】



画面上部にある「受講者一覧」タブをクリックしてください。

[1]講習会運営③≪ ≫【出欠設定の方法】



受講者一覧画面が表示されます。
※受講者検索に検索条件を設定し「検索」ボタンをクリックすると条件に合致した受講者が表示さ
れます。

[1]講習会運営③≪ ≫【出欠設定の方法】



受講者の出欠設定を行います。全員の出欠を設定する場合は「検索結果全ての受講者の
出欠を設定する」をクリックしてください。一部の受講者のみ設定する場合は「選択し
た受講者の～～」をクリックしてください。
※出欠設定は講習会開催日初日以降から設定可能です。

[1]講習会運営③≪ ≫【出欠設定の方法】



出欠設定画面が表示されます。受講者ごとに出欠設定を行ってください「一括設定」機
能もありますので有効に活用してください。問題なければ「入力内容を確認する」をク
リックしてください。

[1]講習会運営③≪ ≫【出欠設定の方法】



[1]講習会運営④≪ ≫

■欠席者のキャンセル扱い

• 欠席者がいた場合は、必ず主管者がキャンセル扱いにして、受講者一覧画面
から削除してください。

⇒名前が残っていると合否設定は【不合格】扱い。この場合、対象者は再試験
講習を受講することができてしまいます。



[1]講習会運営④≪ ≫【欠席者がいた場合の対応】

受講者のキャンセル
受講者が何らかの理由で欠席となった場合は、出欠状況を『×』にするのではなく
『キャンセル』扱いにします。受講者検索結果からキャンセルする受講者の「申込番
号」をクリックしてください。



受講者の情報が表示されます。
キャンセル対象の受講者に間違いなければ、ページ最下部にある「キャンセル」ボタン
をクリックしてください。

[1]講習会運営④≪ ≫【欠席者がいた場合の対応】



キャンセル理由入力画面が表示されます。
キャンセル理由は「講習会に欠席したため」と入力してください。
入力内容に問題なければ、「入力内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

再度入力内容を確認する画面が表示されます。問題なければ「キャンセル」ボタンをク
リックしてください。
『講習会申込がキャンセルされました。』と表示されれば、キャンセル完了です。

[1]講習会運営④≪ ≫【欠席者がいた場合の対応】



■認定日の設定

• 講習会最終日の翌日に設定してください。

• 合否確定後、日付をさかのぼって認定日から資格の期限がスタートします。

[1]講習会運営⑤≪ ≫

[1]講習会運営⑥≪ ≫

■誓約書の提出不要

• 講習会の誓約書提出が不要⇒申込時にチェックボックス方式

• キャンセルポリシーも含まれた文章になっている



[2]質問の多い機能①≪ ≫

■パスワードの確認（指導員専用ページ等）

• JLAライフセービングサイト（URL）には
【指導員】【資格登録（審判含む）】【選手登録】の専用ページがあります。

• 閲覧にはパスワードの入力が必要です。

• パスワードは年間の資格登録費を納入すると、LIFESAVERSの
『登録内容照会』のページで確認できます。

• パスワードは年度ごとに変更しますのでご注意ください。



（次ページに続く）





[2]質問の多い機能②≪ ≫

■登録証（資格証）出力手順
1. LIFESAVERSのマイページにログイン（https://life-savers.jp/）
2. 【共通・支払発行】タブ［登録証］項目「登録証出力」をクリック
3. 「選択したPDF登録証を出力する」をクリック
4. 「出力する」をクリック
5. 出力したものを印刷してください

[2]質問の多い機能③≪ ≫

■領収書発行出力手順

1. LIFESAVERSのマイページにログイン（https://life-savers.jp/）
2. ［支払管理］項目「支払履歴管理」を選択
3. 検索をクリックし支払履歴一覧から【支払明細番号】を選択
4. 「PDF領収書を出力する」を選択
5. 「PDF領収書を発行する」を選択するとPDF領収書がダウンロードできます

https://life-savers.jp/
https://life-savers.jp/


[2]質問の多い機能④≪ ≫

■支払明細発行出力手順

1. LIFESAVERSのマイページにログイン（https://life-savers.jp/）

2. ［支払管理］項目「支払明細発行」をクリック

3. 支払者区分を選択し「検索」をクリック

4. 支払対象を選択し「入力内容を確認する」をクリック

5. 「支払明細を発行する」をクリック

6. 支払明細の発行が完了します

7. 「発行済みの支払明細を確認する」をクリック

8. 支払明細番号をクリックし【支払方法を選択する】をクリック

9. ご希望のお支払い方法を選択・確認

※お支払方法により必要な番号・情報などが異なりますのでご注意ください

https://life-savers.jp/


[3] への入金ルール

■入金ルール（時期や手数料）

●毎月20日締め、翌15営業日後に指定口座に入金
●204円の手数料が差し引かれる

講習会ごとの入金ではありません
受講者の支払う時期により、都道府県協会及び加盟クラブへの入金時期が変化しま
す

例）5月30日開催の講習会の支払いを受けた場合、下記のようなタイミングで入金さ
れます。
Aさん：5月19日に支払い⇒5/20締め翌15営業日後に口座へ入金
Bさん：5月25日に支払い⇒6/20締め翌15営業日後に口座へ入金

LIFESAVERSの入金検索画面で期間を
21日～翌月20日で設定すると、実際の入金額と一致します。



JLA指導員としての大切にしている事

（ワークショップ:60分）

1

（公財）日本ライフセービング協会JLAアカデミー本部

JLA指導員資格認定講習会

作成日：2021年2月



JLA指導員として大切にしている事は何ですか？

①皆さんがJLA指導員として大切にしている事（単語で）を3つ出して
ください。

②各グループで意見（単語及びその理由）の共有し、その中か
らグループで3つを選択（25分）

③発表（ファシリテーター）：15分（3グループ：各5分）

④まとめ：15分

2



現在のBLS指導員養成講習会

で伝えている事



① 専門的な知識・技術

② 対他者の知識・技術
• コミュニケーション
• リーダーシップ（場の観察力、ホールド力）
• プレゼンテーション
• フィードバック

③ 対自己の知識・技術
• 自己認識能力
• 学び続ける力（講習会、OJT、省察（せいさつ））
• セルフマネジメント（心技体）

参考：公認スポーツ指導者Reference Book 公益財団法人日本スポーツ協会

JLA指導員として大切にしている事は何ですか？



情報を得るところ 情報が与える影響

言語情報（Verbal） 7％

聴覚情報（Vocal） 38％

視覚情報（Visual） 55％

メラビアンの法則

これら３要素が矛盾した場合に、見た目を重視する人がもっとも多い

参考：（園部浩司. ゼロから学べる！ ファシリテーション超技術 (p.181). 株式会社かんき出版. Kindle 版. 

仏頂面で「スイマセン」といった場合、
どちらを信頼する？？

JLA指導員として大切にしている事は何ですか？



① 専門的な知識・技術

② 対他者の知識・技術
• コミュニケーション
• リーダーシップ（場の観察力、ホールド力）
• プレゼンテーション
• フィードバック

③ 対自己の知識・技術
• 自己認識能力
• 学び続ける力（講習会、OJT、省察（せいさつ））
• セルフマネジメント（心技体）

参考：公認スポーツ指導者Reference Book 公益財団法人日本スポーツ協会

JLA指導員として大切にしている事は何ですか？



成長にフォーカス 評価にフォーカス

スタンス 人を導く 人を捌く

重視
改善に時間を割く

「どうすればできる？」
注意に時間を割く

「ここが出来ていない｝

時間軸 未来の可能性を重視 過去の過ちの振り返り

何と戦うか 自分との勝負 他者との勝負

2種類のフィードバック

 参考：リーダーのためのフィードバックスキル 服部周作（すばる舎）

講習会では、両方の視点が必要

JLA指導員として大切にしている事は何ですか？



フィードバックの方法 ハンバーガーメソッド

各講習会で、どのようなフィードバックが適切か？

①良かった点

②改善点

③エール

JLA指導員として大切にしている事は何ですか？



① 専門的な知識・技術

② 対他者の知識・技術
• コミュニケーション
• リーダーシップ（場の観察力、ホールド力）
• プレゼンテーション
• フィードバック

③ 対自己の知識・技術
• 自己認識能力
• 学び続ける力（講習会、OJT、省察（せいさつ））
• セルフマネジメント（心技体）

参考：公認スポーツ指導者Reference Book 公益財団法人日本スポーツ協会

JLA指導員として大切にしている事は何ですか？



無意識的無能（知らないという事さえも知らない）

意識的無能（知っているが実践できない）

意識的有能（意識すれば実践できる）

無意識的有能（無意識に実践できる）

無意識的有能に意識的有能
（無意識で実践できることを教えられる）

 参考：NPL用語集 学習の5段階レベル https://www.nlp.co.jp/000015.php （参照 2021-11-11）

学習の5段階レベル

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

JLA指導員として大切にしている事は何ですか？



無意識的無能（BLSについて全く知らない・興味がない）

意識的無能（BLSを知っているが実践できない）

意識的有能（指示等あればBLSを実践できる）

無意識的有能（すぐにBLSを実践できる）

無意識的有能に意識的有能
（BLSを実践できることを教えられる）

 参考：NPL用語集 学習の5段階レベル https://www.nlp.co.jp/000015.php （参照 2021-11-11）

学習の5段階レベル（BLS講習会）

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

JLA指導員として大切にしている事は何ですか？



無意識的無能（インストラクションについて全く知らない・興味がない）

意識的無能（インストラクションを知っているが実践できない）

意識的有能（指示等あればインストラクションを実践できる）

無意識的有能（すぐにインストラクションを実践できる）

無意識的有能に意識的有能
（インストラクションを実践できることを教えられる）

 参考：NPL用語集 学習の5段階レベル https://www.nlp.co.jp/000015.php （参照 2021-11-11）

学習の5段階レベル（BLS指導員養成講習会）

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

自分・受講生が現在どのレベルなのかを自己認識出来る事が重要

JLA指導員として大切にしている事は何ですか？



JLA指導員としてどうあるべきか？

何をどのように伝えるべきか？

その為には何をすべきか？

常にこの問いを持ち続けてください

JLA指導員として大切にしている事は何ですか？

皆さんの考えて頂いた大切な事はアンケートに記入してください。

後日まとめて共有します！



ファーストペンギンであれ


