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要旨
突然の心肺停止に遭遇した時に, 的確に対応する自信がない現状が事前の意識調査から分かった. そのため, 誰
もが初期の救命処置に取り組めるように, 一次救命処置(BLS: Basic Life Support)の手技を習得する必要があると考
え, 平成 18 年 5 月より, 毎月 1 回, 連続 20 回行った BLS 研修会の取り組みについて報告した. 加えて, BLS の基本
手技を解説した. 鳥取臨床科学 1(2), 263-268, 2008
Abstract
We noticed that, according to the results in the advance survey of the nurses working for our hospital, the majority of them
are unsure about adequate resuscitation procedures, when they come across a patient with sudden cardiopulmonary arrests.
Therefore, we proposed to acquire standard skills for the basic life support (BLS) in order for us to perform it. We herein report
the 20 consecutive training sessions that have been held once a month since May 2006. In addition, we here outline standard
skills for the BLS. Tottori J. Clin. Res. 1(2), 263-268, 2008
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