2021 年 3 ⽉ 25 ⽇
NCPR 認定者の皆様
⽇本周産期・新⽣児医学会
新⽣児蘇⽣法普及事業事務局

NCPR ガイドライン 2020 改定について（2021 年 3 ⽉現在）
ガイドライン 2020 年版公認講習会は 6 ⽉ 1 ⽇より開始いたします。
認定をお持ちの⽅のガイドライン 2020 へのアップデート⽅法および教材の改訂スケジュールは以
下になります。
なお JRC 蘇⽣ガイドラインの書籍は 6 ⽉に出版予定となっております。
【既に認定をお持ちの⽅のガイドライン 2020 へのアップデート⽅法について】
新⽣児蘇⽣法ホームページの「ガイドラインアップデート動画」をクリックするとNCPR ガイド
ライン改訂特設サイトへ⾶びます。ガイドラインアップデート動画（約30 分）を視聴のうえ、視
聴後に認定番号を⼊⼒すると、⾃動的にアップデートの登録が完了します。
※「2020 シール」の配布はございませんが、次回更新時に発⾏される認定カードから
「NCPR2020」のロゴが⼊ります。
※更新時期（有効期限の 1 年前）になりましたらアップデート登録のうえ更新お⼿続きをしてくだ
さい。
※または公認アップデート講演を聴講した⽅はアップデート登録となります。

視聴後（「次へ」をクリック）し
クリック

認定番号を登録のうえ有効期限まで
に更新⼿続きをすると、次回のカー
ドよりNCPR2020のロゴが⼊ったカ
ードが発⾏されますになります。

※または、第 124 回 ⽇本⼩児科学会学術集会（2021 年 4 ⽉ 16 ⽇〜18 ⽇ 国⽴京都国際会館）に
てガイドラインアップデート公認の「ガイドライン 2020」に関する細野茂春委員⻑の講演が⾏わ
れます。参加⽅法は⽇本⼩児科学会のホームページをご参照ください。
https://site.convention.co.jp/124jps/

【NEW】【教材について】
ガイドライン改訂に伴う教材の主な刊⾏スケジュールは以下の通りになります。
※下記のスケジュールは予告なく変更する可能性がございます点、ご了承ください。

時期

販売⽅法・掲載先

【NEW】

【NEW】

オンラインもしくは医学書取扱店にてお求め

⽇本版救急蘇⽣ガイドライン

2021 年 3 ⽉ 28 ⽇刊⾏

ください。（現在予約受付中です）

2021 年 5 ⽉初旬刊⾏予定

同上

病院前新⽣児蘇⽣法

2021 年度内に刊⾏予定

同上

テキスト

（決まり次第 HP にてお

（ガイドライン 2020 年版）

知らせいたします）

【NEW】

【NEW】

以下の２か所に置かれている公認講習会講義

AB/S コース講義スライド（ガイドラ

HP に設置済み

スライドはパワーポイントスライドショーの

イン 2020 年版）

（2020 年版公認講習会は

形式でダウンロード可能です。

※P コースは 2015 年版となります

6/1 より開始いたします）

2020 に基づく
新⽣児蘇⽣法テキスト

インストラクターマニュアル
（ガイドライン 2020 年版）
制作中

①WEB 開催/報告申請の
「事前公認申請・実施報告をする」に
「講義スライドをダウンロードする」を新
たに設置いたしました。
②インストラクター・主催者の専⽤ページ
「講習会開催の⼿引き」→「ABP/S コース
講義スライド」メニューを設置いたしまし
た。
新⽣児蘇⽣法アルゴリズム図（2020

【NEW】

NCPR の HP のアルゴリズム購⼊申込書にて

年版）A2 サイズ

販売中（400 円）

お申込みください。

e ラーニング（2020 年版）

2021 年 6 ⽉改訂予定※

NCPR ホームページ常設

2020 版より内容をリニュ
ーアルいたします。

【公認講習会の開始について】

ガイドライン 2020 版の公認講習会（ABP/S コース）は 2021 年 6 ⽉ 1 ⽇から開始予定です。
※2015 年時と異なり「2015 年版コース+2020 アップデート説明会」形式での 2020 アップデ
ートは⾏いません。また、各地のインストラクターによる「アップデート説明会」も基本的
には⾏いません。ただし、任意で説明会等を⾏いたいインストラクターはガイドライン改訂
特設サイトにあります「ガイドライン 2020 概要講義スライド」を使⽤いただくことは可能
です。詳しくは HP をご参照ください。
※「2020（アップデート）シール」の配布はございませんのでご了承ください

講習会の種類

時期

事前公認申請受

開催条件

受講者の認定について
2020 年版認定

付開始
2020 年版

2021 年 6 ⽉よ

2021 年 4 ⽉よ

参加する全イン

AB コース

り開始予定

り事前公認申請

ストラクターが

受付開始予定

ガイドライン

※ 申 請 時 に

2020 に アッ プ

「2020 年版」と

デート済みであ

明記ください

ること

同上

同上

2020 年版

2021 年 6 ⽉よ

S コース

り開始予定

2020 年版

開始時期未定

P コース

※病院前テキス

既認定者が 2020 年版認定へアップデ
ートとなります

未定

ト刊⾏後お知ら
せいたします。
2015 年版

現 在 〜 2021 年

従来通り

ABP コース

12 ⽉末⽇ まで

※ 申 請 時 に

公認とする

「2015 年版」と

従来通り

2015 年版認定

同上

既認定者は 2015 年版の認定のままと

明記ください
2015 年版

現 在 〜 2021 年

S コース

12 ⽉末⽇ まで

同上

公認とする

【本件に関するお問い合わせ先】
電話:03-5228-2017

FAX :03-5228-2104 E-mail: info@ncpr.jp

なります

