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「発症から２４時間以内の予期せぬ内因性（病）死」 
 
 

                    ～ ＷＨＯ（世界保健機関） ～ 

 突然死は、一般的に急性心不全、急性心停止又は特別な外因が見当たらない
頭蓋内出血（運動・競技中に起きた頭蓋内出血でも特別な外因（事故）が見当
たらない場合を含む。）等が直接死因とされた病死である。その他、心臓震盪
（心臓の直上に衝撃が加わり致死的な不整脈が起こる）が注目されるように
なった。 
 
 

センターでの「突然死」の取扱い 
 
 通常は、発症から２４時間以内に死亡したものとするが、救急医療の進歩も
あり、意識不明等のまま、発症から相当期間を経て死亡に至ったものを含ませ
得るものである。 
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１ 学校の管理下における死亡の件数 
  （平成11年度～平成20年度） 

 学年別発生状況では、高校1年～2年時に多
く発生している。 

２ 学年別発生状況 
  （平成11年度～平成20年度） 

 平成11年から平成20年までの10年間の突然死の発

生状況は、年間35～83件で推移しており、死亡全体

のおよそ57％を占めている。 59.3 ％

61.9％

54.6％ 58.9％ 58.8％
62.0％

54.9 ％

47.3％

54.7％

47.3％

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

突然死

その他

の死亡

突然死

の割合

（件） 

（年度） 

年度 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

突然
死 

80 83 65 56 70 57 45 35 41 35 

その
他 

55 51 54 39 49 35 37 39 34 39 

比率 

％ 
59.3 61.9 54.6 58.9 58.8 62.0 54.9 47.3 54.7 47.3 

（件） 

幼稚園・保育所 小学校 中学校 
高等学校 

高等専門学校 



Ⅱ 学校の管理下における突然死の現状 

3 All Rights Reserved,Copyright © 2012  独立行政法人 日本スポーツ振興センター 

 時間帯別発生状況では、小学校、中学校、高

等学校では10時～12時の間に最も多く発生し

ている。 

４ 突然死発生時間帯別状況 
  （平成11年度～平成20年度） 

 月別発生状況では、小学校は11月、中学

校は３月、高等学校では10月、11月に多

く発生している。 

３ 突然死発生月別状況 
  （平成11年度～平成20年度） （件） 

（件） 
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「全体」には幼
稚園・保育園を
含む。 

５ 男女別発生状況（平成11年度～平成20年度） 

突然死を男女別に分けると、年齢が上がるにつれて、男子の割合が増え、高等学校・高等専門学校では 79％ となっている。 
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 発生の状態を「運動中・運動後」と「運動外」に分けてみると、 「運動中・運動後」の突然死は、小学校では約 45％、中学校では 68％、

高等学校・高等専門学校では 66％ と、中学校及び高等学校・高等専門学校で発生割合が高くなっている。 

６ 状態別発生状況（平成11年度～平成20年度） 

「全体」には幼
稚園・保育園を
含む。 



Ⅱ 学校の管理下における突然死の現状 

6 All Rights Reserved,Copyright © 2012  独立行政法人 日本スポーツ振興センター 

７ 心臓系突然死の件数及び突然死に占める割合（平成１１年度～平成２０年度） 

  
  平成11年度から平成20年度までの10年間の突然死のおよそ 71％ が心臓系疾患で占められている。 
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 １ 心臓系突然死の学年別発生数 
    （平成18年度～平成20年度） 
 心臓系突然死の学年別発生件数は、平成18年度から平成
20年度の３年間で、中学２年から増加し、高校２年でピー
クが見られた。全体で男子生徒82例中63例（76.8％）、高
校生が39例（47.6％）と半分近くを占めていた。中学２年
生以降のとくに男子の運動内容の変化に注意する必要があ
ると思われる。 

  ２ 心臓系突然死の発生時間帯 
    （平成18年度～平成20年度） 
 昭和63年から平成12年では、発生時間はいずれの学校種でも
10～12時の発生が多かったが、平成18年から平成20年では高等
学校以外の学校種では12時～14時が多く、高等学校では8～10
時と16～18時の２つのピークが見られた。高校生では早朝、放
課後の管理において注意が必要であると思われる。 

（件） （件） 

（時） 

（時間） 
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  ３ 原因疾患の分類（平成18年度～平成20年度） 

 
 突然死の原因を分類すると以前の調査では、先天性心疾患の術後がもっとも多く、ついで心筋症で、原因不明が半分以上あったが、
平成18年度～平成20年度では、後天性心疾患と心筋症の比率が増加し、先天性心疾患と原因不明の群は比率が減少した。 

平成18年度～平成20年度 

        82例 
９ １６ ９ ７ ３ ３６ ２ 
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４ 運動との関係（平成18年度～平成20年度） 

  
 平成18年度から平成20年度の先天性心疾患群の突然死は、半数以上が運動していない時に発生していたが、ほかの原因群では、
ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）以外は多くは運動に関係して発生していた。心筋症は運動なしでの発生がやや多く見られた。 
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 ５ ＡＥＤの使用状況 
 
 使用対象である９歳以上（＊現在は、乳児に対しても使用できるようになっています。）を対象とした図1のＡＥＤ使用報告例は、平成18年度
17例、平成19年度13例、平成20年度16例であり、使用率は59％、62％、80％と増加していた。また、図２のグラフには各例で最初に使
用したのが現場にいた教職員であったか、救急隊員であったかを示した。教職員自らＡＥＤを使用した例は、順に23.5％、23.1％、
56.3％と平成20年になり急増していた。それに伴い、ＡＥＤが装着されるまでの平均時間も順に10.8分、11.8分、8.9分と平成20年に
は10分を切っている。 

（件） （件） 

58.6% 

61.9% 
80.0% 

（分） 

図１ ＡＥＤ使用状況（９歳以上） 図２ ＡＥＤ使用者別・所要時間 

ＡＥＤ使用までの所要時間 
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事例４ 小６女 各教科等：体育（バスケットボール） 死 亡 

  体育のバスケットボールの授業中、５分程度の試合に２試合出場した。授業終了後に友人とゼッケンを片付け終わった際、友人
に寄りかかるように、床にうつぶせに倒れた。養護教諭が現場に急行し、救急車が来るまでの間、人工呼吸と心臓マッサージを施
す。救急車到着後、ＡＥＤを施すが、心臓停止、脈拍停止が続く。その後、脈は回復するが、意識がない状態が続き、後日死亡した。  

事例３ 小２男 各教科等：体育（準備・整理運動） 死 亡 

 準備運動で「しっぽとりゲーム」（紅白の帽子を短パンにはさみ、それを取る）をしていて、１セット目（約１分）が終了し、１分の休憩
後の２セット目の途中で本児童が「気持ちが悪い」と担任に申し出て、コートの外で他の児童と一緒に休んでいた。３セット目の鬼を
決めている時、本児童の近くにいた他の児童が体調の変化に気がつき担任に知らせた。意識、呼吸がないことを確認し、人工呼吸
を行ない、ドクターヘリで病院に搬送したが、同日死亡した。  

事例１ 小１女 各教科等：体育（持久走・長距離走） 死 亡 

 ５時間目の体育の時間、準備体操を終え、マラソン練習として運動場のトラックを学級全員で走っていた際、２周目（約３００メート
ル）を走っている途中で、急に本児童が座り込み泣きだし、その後ぐったりした。ＡＥＤを装着したがショック不要と解析された。救急
車で病院に搬送後、処置を受けるが数時間後に死亡した。  

事例２ 小６女 各教科等：体育（持久走・長距離走） 死 亡 

 本児童は、既往症があるものの運動制限はなく、昨年度の体力テストでは種目すべて実施していたことを事前に確認した。健康
観察後、準備運動と軽いランニングによるウォーミングアップを行った。全員に２～３分程度の休憩をさせた後、シャトルランを開始
した。本児童は、７～８回走った後、自ら走るのをやめ、歩いて友達の隣に座って休憩した。１分程度過ぎたとき、異変を感じた隣の
児童が大声で呼び、駆けつけた教諭が事故を発見した。消防隊員が到着するまで心肺蘇生を行い、ＡＥＤによる救命処置を実施し
病院に搬送されたが同日、死亡した。 

１ 小学校における災害事例 

 （１）体育授業時における災害事例 
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事例５ 小６男 休憩時間：昼食時休憩時間中 死 亡 

 昼休みの１５分間、運動場で友達たちと円陣バレーボールをして遊んでいた。本児童はボールをジャンプして打ったり、何度も全
速力で走って取りに行っていた。教室に入るため、話をしながら歩いていたところ、少しふらついた様子で突然倒れた。病院に搬送
されたが、同日死亡した。  

事例７ 中３男 各教科等：保健体育（準備・整理運動） 障 害 

 体育の授業中、運動場でウォーミングアップのため、運動場を３周していたところ、３周目の最終コーナーを曲がったところで急に
うずくまりそのまま倒れた。 

２ 中学校における災害事例 

 （２）休憩時間における災害事例 

 （１）保健体育授業時における災害事例 

事例６ 中２男 各教科等：保健体育（水泳） 障 害 

 プールの水泳の授業を受けていた。本生徒は準備運動をして２回目の２５メートルを泳ぎ切った後、５コースから歩いてプールサイ
ドに上がるはしごの所で立ったまま動かず、顔を天に向けて崩れそうになったため、他の生徒が体を支えてプールサイドに押し上げ、
大声で助けを呼んだ。顔面蒼白で呼吸と脈がないのを確認した担当教師が、心肺蘇生を行った。  

事例８ 中３男 各教科等：保健体育（持久走・長距離走） 死 亡 

 アップとして３００メートル×２周、計６００メートル走った。呼吸を整えた後に外周５００メートル×２周し３周目に入る手前で倒れそ
うになった。その際は意識ははっきりしており、自力で立ち上り走り始めたが、２０～３０メートル走ったところで再びうずくまり倒れ込
んだ。救命処置をし、病院に搬送したが死亡した。  
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事例９ 中３男 各教科等：保健体育（持久走・長距離走） 死 亡 

 ２００メートルのジョギングと準備体操をした後、ジョギングを１００メートルを４回、２００メートルを２回走った。少し休憩を取り、再
び走ろうと立ち上がったとき、突然倒れた。人工呼吸、心臓マッサージを行い、ＡＥＤを用いて心肺蘇生を試みた。医療機関へ移送さ
れたが、死亡した。  

事例１２ 中２女 課外指導：体育的部活動（陸上） 障 害 

 運動場を２周ジョギングして、１００メートルを４本走ったところ、「疲れた」と言って座り込み、２～３分後にふらふらと横に倒れた。  

事例１０ 中３男 学校行事：運動会・体育祭（短距離走） 障 害 

 クラス対抗の全員リレーに第一走者として参加。１００メートルを走り１着でゴールした後、クラスの列のそばに戻り
倒れこんだ。その際、教員が声をかけると、頷く等の様子があった。しかし、少したっても起き上がれないので、近くに
いた生徒が様子がおかしいことに気づき、教員に連絡し、教員が駆けつけた。その時、意識がなく、心肺停止状態になっ
ていた。 

 （３）課外指導時における災害事例 

 （２）学校行事時における災害事例 

事例１１ 中１女 課外指導：体育的部活動（陸上） 死 亡 

 午前８時４０分から部の練習を始め、１１時頃バトンを受け渡す練習で７０メートルを走り終わった後、突然倒れた。顧問の教諭は、
すぐに救急車を要請し、日陰へ運んだ。心肺停止状態だったため、ＡＥＤと心肺蘇生を行った。ＡＥＤを２回実行した頃、救急車が到
着し、救急搬送されたが死亡した。  
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事例１４ 中１男 課外指導：体育的部活動（バスケットボール） 死 亡 

 ウォーミングアップ後、ミニゲーム(７分ハーフ１分休憩)を行った後、通常練習でコート周りを２４秒ペースで左、右回り各１０周を
実施した。右回りの７・８周目でうずくまるような姿勢で止まったため、声をかけたが反応があまりなく、そのまま倒れこんだ。口から
よだれが流れ出ていて嘔吐物も少し混じっていたので横に寝かせた。救急車到着までにＡＥＤを装着し、心臓マッサージ・人工呼吸
を行ったが、同日死亡した。  

事例１６ 中２男 課外指導：体育的部活動（サッカー） 死 亡 

 部活動中、準備体操、リフティング等を４０分行い、ミニゲームを休憩を入れながら行っていた。約２時間の練習後、体調不良を監
督に訴え、コートの端で休ませたところ、けいれんを起こした。その後、心肺停止状態になり、数日後に死亡した。  

事例１７ 中３男 休憩時間：昼食時休憩時間中 死 亡 

 昼休みに校庭で長縄跳び大会の練習をクラス全員で行っていた。本生徒は長縄を連続して数回跳んだ後、気分が悪くなりその
場に倒れた。担架で保健室に運び、苦しいと訴えたため、救急車で搬送。集中治療室で治療を受けたが、翌日死亡した。  

 （４）休憩時間における災害事例 

事例１３ 中１男 課外指導：体育的部活動（野球） 死 亡 

 ８時から体操、アップ、ダッシュなどのトレーニングをし休憩をとった。その後、ケガの為しばらく部活動を休んでい
た本生徒は、１周１５０メートルの内野周りを、途中２回の休憩を入れて、１０周ジョギングをした。９時４５分頃、再
びジョギングを始めたが、この日は暑かったので、歩くように促されもう一人の顧問が付き添い内野周りを２周歩いた。
休憩後に３周目を歩きだしたが、１０時２０分頃、突然立ち止まり膝をついてその場に倒れた。すぐに、心肺蘇生を行い、
ＡＥＤは２回作動した。救急車で病院に搬送し蘇生処置を受けたが、同日死亡した。  

事例１５ 中２男 課外指導：体育的部活動（テニス） 死 亡 

 合宿練習中、早朝アップのためのランニング練習を開始したところ、「喉が痛い」と訴えた。顧問の教諭が状況判断し、救急車を要
請。搬送中は、呼吸、意識があったが、病院到着後、急変し死亡した。 



Ⅴ 突然死予防のための管理 

15 All Rights Reserved,Copyright © 2012  独立行政法人 日本スポーツ振興センター 

 健康診断には、大きく分けて、定期健康診断及び臨時健康診断があります。 

イ 心臓検診（定期健康診断） 

○ 定期健康診断 
   毎学年定期的にすべての児童生徒等に対して実施    
  します。 
   心疾患の早期発見及び突然死予防のため、検査項 
  目のひとつとして心臓検診があります。 

○ 臨時健康診断 
   学校においては、必要があると判断したときは、 
  臨時に、児童生徒等の健康診断を実施します。 
  （学校保健安全法第13条第２項） 

１ 突然死予防のための管理 

（１）健康管理（健康診断、健康観察） 

ア 健康診断 

 児童生徒等が学校生活を健康で安全に送るためには、すべての教職員が細心の注意を払い、健康に関する管理・指導を実施
しなければなりません。特に、体育的活動や身体活動を伴う教育活動を行う場合、適切な管理及び指導が重要となります。 
突然死予防はもちろん、児童生徒等が健康で伸び伸びと過ごすためには、教職員がそれぞれの役割に応じた対応を求められ、    
次に、健康診断をはじめとする健康管理が適切に行われなければなりません。 
 また、生涯にわたって、健康・安全で幸福な生活を送るために必要な資質や能力及び実践力を身に付けさせるため、各教育
の場面に応じた指導や、一層の健康教育を推進する必要があります。 

  心臓検診は学校で行う１次検診と専門検診機関で行う 
 二次検診及び三次検診等の精密検診があります。 
  検査結果を基に教職員の共通理解を図り、管理の 
 必要な児童生徒等について、学校生活管理指導表等に 
 基づく適切な教育活動上の配慮や指導を行います。 

図１ 児童生徒等の心臓検査方法例 
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ウ 健康観察 

☆ 一日の学校生活の流れにおける健康観察   

いつ だれが どのように 

朝の健康観察 学級（ＨＲ）担任 個人の健康観察に重点を置き実施 

朝会、集会、行事 全職員 全体の様子を把握（咳き込む、貧血、倒れる、うずくまる等） 

授業時 学級（ＨＲ）担任、担当教師 授業の取組の様子等 

休憩時 児童生徒等、全教職員 児童生徒等の活動状況などを中心に観察 

給食、昼食時 学級（ＨＲ）担任 食事の摂取量及び様子等の観察 

校外学習等 引率教職員 全体の状況の把握 

保健室利用時 養護教諭（保健部等の教職員） 集団、個別の観察、視診・問診・触診、検温・検脈・観察（顔色、意識、呼吸、全体の様子） 

帰りの健康観察 学級（ＨＲ）担任 朝の様子との比較や保健室利用状況等１日の変化を中心に観察 

部活動 顧問教師、教職員 集中力、疲れの有無、体の動きを観察 

 ☆ 健康管理チェックポイント 

 すべての児童生徒等が心身ともに健康で充実した日常生活を送るために、それぞれの健康状態を把握し、適切な健康管理及び 
指導を行うには、日々の健康観察が大変重要です。 

心不全 チアノーゼ・低酸素 不整脈 脳血管障害

疲れている、だるそうである ○ ○

発熱がある ○ ○

食欲がない、吐き気がある ○ ○ ○

意識がなくなる（失神・昏睡等） ○ ○ ○

めまいがする ○ ○ ○

けいれんがある ○ ○ ○

頭痛がある ○ ○

胸痛がある ○

腹痛がある ○

顔色が白い ○ ○ ○

静脈が浮いて見える ○ ○

まぶたが腫れている ○

白目の充血が強い ○

唇の色が悪い ○ ○ ○

息が荒い ○ ○

ため息が多い ○ ○

咳が多い ○ ○

ぜいぜいしている ○

肩を上下して呼吸をしている ○ ○

疑われる疾患

全
体
的
な
様
子

症
状

表
情

呼
吸

健康管理チェックポイント 心不全を来たす
代表的な心疾患 

心室中隔欠損 

動脈管開存 

大動脈弁狭窄 

心筋症 

心筋炎 

チアノーゼを来た
す代表的な心疾患 

ファロー四徴 

両大血管右室起始 

完全大血管転位 

肺動脈閉鎖 

三尖弁閉鎖 

原発性肺高血圧 

不整脈 

発作性上室頻拍 

心室頻拍 

心房頻拍 

洞機能不全症候群 

ＷＰＷ症候群 
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エ 健康安全・体育的行事における健康管理のポイント 

≪事前のチェック≫ 

● 安全面 

 □ プログラムの編成上、運動量、休憩等の配慮はされているか。 

 □ 所要時間、季節、天候等を十分考慮しているか。 

 □ 急激な変化がある場合に対応できる体制が整備されているか。 

 □ 日常における健康観察は十分に行われているか。 

● 行事の参加 

 □ 健康診断 

   定期健康診断において、要観察、要注意、管理を要する等の児童生徒等   

  の行事への参加を、教職員で十分に検討し、対応について共通理解を図る。 

   特に管理を要する児童生徒については、学校生活管理指導表に基づいて行 

  う。 

 □ 健康相談 

   参加に対して配慮が必要な児童生徒は、状況に応じて、参加の可否や、見 

  学、軽減等の対応をする。 

● 前日までに 

 □ 指導計画は児童生徒等の発達段階に則して立案され、無理なく作成されて 

  いるか。 

 □ 健康状態を的確に把握しているか。 

 □ 必要な施設、用具、使用場所の危険はないか。 

 □ 事故発生時の対応、連絡方法、医療機関への移送手段を確認したか。 

 □ 危険を伴う種目について安全指導はできているか。 

 □ 活動に適した服装等になっているか。 

≪当日のチェック≫ 

□ 救急場所が明示され、周知されているか。 

□ 健康上配慮が必要な児童生徒等の健康状態の 

 把握をしているか。 

□ 当日の点呼を確実に行い、児童生徒等の参加 

 状況を把握しているか。 

□ 見学や軽減になった児童生徒等の対応につい 

 ても、確認しているか。 

□ 児童生徒等の体調等について、保護者からの 

 連絡を把握しているか。 

≪事後のチェック≫ 

□ 行事終了後の健康観察を十分に行っているか。 

□ 行事終了後、反省会を行い、次回への申し送 

  り事項を整理しているか。 

□ 行事を欠席した児童生徒等を把握しているか。 

 突然死予防に配慮すべき行事として、運動会、マラソン大会などの行事があります。 

 体育的行事を実施する場合の留意するポイント 
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 学校における生活管理のため、心疾患や
その疑いがある者については状況に応じて、
学校生活管理指導表の活用が必要です。 

（２）学校生活管理指導表の活用 

（３）学校、家庭及び関係機関との 
   連携の在り方（横の連携のイメージ） 

 (４) 幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校及び 
   関係機関との連携の在り方（縦の連携のイメージ） 

 児童生徒等の健康の保持・増進を図る
ためには、校内における連携とともに、
家庭、主治医、学校医、その他関係機関
等の横の連携が重要です。（図２参照） 

 児童生徒等の健やかな成長のためには、校内等
の横の連携とともに、幼稚園、保育所をはじめと
する校種間の縦の連携も重要です。（図３参照） 

図２ 学校、家庭及び関係機関との連携イメージ 

図３ 児童生徒等の進学、転出に伴う管理について 

養護教諭 

スクールカウンセラー等 

家庭 
教育委員会 

主治医 

学校 

学級（HR）担任 
子ども 

教職員等 

校長 

在校生 

新入生 

転入生 

学校生活管理指導表あり 

心疾患等あり 

学校医 

精検 

保健調査等により、
既往症をチェック
する。 

前校からの子ど
も等健康診断表、
学校生活管理指
導表で病歴を
チェックする。 

異常なし 
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１ 突然死予防のための指導 

（１）指導に当たっての心得 （２）実際の指導に当たって （３）生活上管理を要する児童 
   生徒等への指導に当たって 

ア 児童生徒等健康状態の把握  
 
 ○ 校内の連携 
 
 ○ 家庭・主治医・学校医等関係機 
   関との連携 
 
イ 日常の学校生活と各教育場面にお 
 ける配慮 
 
ウ 健康教育の充実 
 
 ○ 児童生徒等に対する指導 
 
 ○ 応急手当の学習 
 
エ 校内における緊急時体制の確立 
 
オ 研修会の開催 
 

  ア 年度当初における指導 
  
   ○ 心臓病、腎臓病の者 
    （特に専門医の判断を要する。） 
   ○ その他、配慮を要する疾病、障害を有 
     する者 
 
  イ 運動時における指導 
    (体育・保健体育科授業および運動部活動) 
 
    ○ 健康観察 
   ○ 準備運動・整理運動 
   ○ 朝練習への配慮（課外指導） 
   ○ 運動強度についての理解･配慮 
   ○ 個人差についての理解 
   ○ 温熱条件についての配慮 
   ○ 水分補給の指導 
   ○ 応急手当の指導等(AEDを含む) 
   ○ 突然死予防のための指導 
   ○ 外部指導者との連携（課外指導） 
   
  ウ その他の部活動における指導 
    吹奏楽、演劇部、合唱部などの体力づく 
    り等の活動にも配慮が必要 
 
  エ 特別活動における指導 

ア 学級（HR）担任・担当教諭 
 が、綿密に学習や遊びの様子 
 を確認しながら健康観察 
 
イ 学校と家庭の密接な連携 
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 体育・保健体育科授業 
  顔色や全体的な様子について、運動開始前、運動中、運動終 
 了時と、常に注意を払う。呼吸数や脈拍数の観察については、 
 自己の体の調子を整え、その変化に気付いたり、教師のみなら 
 ず仲間にも相談したりできる雰囲気づくりをしておく。 
 （「健康観察チェックポイント」参照） 
 
 課外指導 
  運動クラブや運動部の顧問は学級(ＨＲ）担任でない場合が 
 多く、活動時のみの健康観察になりがちであり、担任、養護 
 教諭等と情報を共有することが大切である。なお、外見だけ 
 でなく声を掛け合いながら行うことも大切である。 

（１）健康観察 

２ 運動時における指導 

 体育・保健体育科授業 
  一般的には、急激な体への負荷を避け、徐々に主運動へと 
 適応し、終了後には、徐々に体への負荷を取り除いていく。 
 種目の特性に応じ、運動の部位や方法を工夫して実施する。 
 
 課外指導  
  種目の特性に応じたものを必ず取り入れる。また、準備運 
 動と補強運動を兼ねているような場合は、十分に準備運動を 
 行った後に補強運動を行う。主運動終了後は、整理運動を行  
 い、亢進している機能を除々に安静状態に戻す。 
 
 
  

（４）運動強度についての理解･配慮 

 体育・保健体育科授業   

  管理を要する児童生徒等の場合は、「学校生活管理指 
 導表」についての理解を促す。一つ一つの運動種目ごとに、 
 具体的にどこまでが運動可能なのかを確認し、理解させて 
 おく。 
  その他の児童生徒等にも、管理を要する児童生徒等が、 
 具体的にどんな運動が可能であるかを周知徹底しておく。 
 その際、運動の仕方によっては運動強度が異なるので、授 
 業を担当する者は注意を払って、指導に当たる。 
  
 課外指導 
  指導者の指導の方法によることが多い。 
  運動種目によって、運動強度を想定しがちであるが、実 
    際の運動の内容や質によって判断する必要がある。 

（２）準備運動・整理運動 

（３）朝練習への配慮 

 課外指導 
  管理を要する児童生徒等に対する朝練習については、体が 
 激しい運動に適応できないこともあり、できれば早朝の激し 
 い運動は避けるようにする。 
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 体育・保健体育科授業 
  厳冬期における寒さ、猛暑期における暑さは運動には適 
 さないため、寒暑におけるストレスは、避けることが望ま 
 しい。運動は熱エネルギーを大量に発生するので、特に湿 
 度が高く暑いときは、発汗に気を付ける。 
 
 課外指導 
  気温24℃以上のときは、特に熱中症予防のために、通気 
 性の良い衣服の工夫をする、運動強度を落とす、こまめに 
 水分補給し休憩をとる等細心の注意を払う。 

（６）温熱条件についての配慮 

 体育・保健体育科授業・課外指導 
  運動時は、多くの熱エネルギーを生ずる。体内温度を一 
 定に保つために、多くの水分を必要とするので、生理的な 
 バランスを保つために十分な水分補給が欠かせない。 
 0.2％程度の食塩水やスポーツドリンクは吸収されやすくミ 
 ネラルバランスもよい。  

（８）応急手当の指導等（ＡＥＤを含む） 

 体育・保健体育科授業・課外指導   

  中学校及び高等学校では心肺蘇生法（ＡＥＤの使用を含 
 む）等の正しい手順や方法を理解させておく。突然死の予 
 防と関連させて、心停止、呼吸停止等の緊急事態が生じた 
 とき、専門家に引き継ぐまでに、応急手当を実施すること 
 の必要性などにも気づかせる。  

 課外指導 
  教職員以外の指導者に、児童生徒等の健康に関する正しい 
 情報を提供し、配慮していくことは、突然死を防ぐためにも 
 重要なことである。外部指導者と密に連絡をとり合える担当 
 者を決めておき、常に、児童生徒等の健康面等の情報交換を 
 していくことが大切である。その際、指導上知り得たプライ 
 バシーに関しての情報は、絶対に秘密を守らなければならな 
 いことを徹底しておく。 

（７）水分補給の指導 

（１０）外部指導者との連携 

 体育・保健体育科授業・課外指導 
  心臓震盪は、ボールなどが心臓直上の前胸部に当たること 
 によって心室細動という致死的不整脈が誘発されることによ 
 って起こる。特に胸壁が薄く軟らかい年少時では、衝撃が心 
 臓に伝わりやすい。野球や空手など武道では胸にプロテクー 
 を装着させる。  

（９）心臓震盪予防のための指導 

（５）個人差についての理解 

 体育・保健体育科授業・課外指導 
  発達には、個人差や性差があることを考慮する。同じ強度 
 となる運動課題を与えるときには、それぞれの児童生徒等に 
 とって無理のないよう、また、個人差を理解して、慎重に実 
 施する。 
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３ 特別活動 マラソン大会（高等学校）における留意点の例 
  以下、マラソン大会を実施したある高等学校が、企画の際に留意した点である。 

 

○ 安全第一をモットーにする。 
 
   前年のマラソン大会を参考に、問題点を整理し、企画に当たる。その際、生徒の体力や学校における指導の方針を踏まえ、 
  安全への対策を最優先する。 
 
○ 健康状態把握のための臨時の健康診断をする。 
 
   学校医の協力を得て、事前に臨時健康診断を実施し、健康上の課題がある児童生徒等には、距離を縮めて走る、歩いて参加 
  する、運営の手伝いをする等、参加の方法を工夫して指導する。 
 
○ 日常の健康管理のため、１週間前から体調チェックを行う。 
 
   日常の健康管理のため、１週間前から調査票を準備し、体温、睡眠、朝食、体の不調等の簡単なチェックを行い、一人一人 
  の状況把握をした上で、当日の健康観察に役立てる。 
 
○ 事故に対応できる救急体制を整える。 
 
   事故の発生に備えて、学校医と養護教諭が自動車で最後尾を移動し、コースの係員と連携し、緊急時に対応できるようにす   
  る。 
 
○ コースへの人員配置を厚くする。 
 
   事故が起きたとき、３分以内で確実に心肺蘇生法を実施できるようなコース取りと人員の配置をする。具体的には３００ 
  ～４００ｍの間隔でコース係を配置する。教職員だけでは足りないため、ＰＴＡに協力要請をする。また、教職員及び協力者 
  については、少なくとも心肺蘇生法ができるように事前に研修を行う。 



   
 
 
 ～校内で突然死の可能性がある場合などの事故災害が発生した場合～  
     
  ア その場に居合わせた教職員が速やかに応急手当を行う。 
  イ 直ちに養護教諭や他の教職員の応援を求める。 
  ウ 必要に応じて迅速に救急車の出動を要請する。 
  エ 周囲の状況を整え、児童生徒等の動揺を抑える。 
  オ 状況に応じ、保護者・学校医へ連絡する、教育委員会等へ報告や協力要請をすることが必要となる。 
 
 
 《事後措置としては・・・》 
  ○  引き続き保護者等との連絡・対応を行う。 
  ○  教職員間の共通理解、児童生徒等への指導。必要に応じて、ＰＴＡ・警察・報道機関等への対応を行う。 
 

Ⅶ 緊急時の対応 
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（１）校内での救急及び緊急連絡体制の整備 

１ 事故災害発生時の救急及び緊急連絡体制の整備 

● 児童生徒等の安全確保や通報など、必要な措置を行う 
● 速やかに心肺蘇生法などの適切な応急手当を行う 
 

学校の管理下において事故災害が発生した場合に大切なこと 

応急手当は、傷病の悪化を防ぎ、引き続いて行われる専門的処置の有効性を高めるための手当であり、傷病者の苦痛
を緩和したり、救命率を向上させたりする効果があります。    
 

理由 

学校全体の救急及び緊急連絡体制が確立され、全教職員がさまざまな状況や傷害等に対する応急手当の手順と技能を習
得していることが求められます。 

 

重要 



Ⅶ 緊急時の対応 
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（２）学校行事や校外学習における救急及び緊急連絡 
   体制の整備 

 ～遠足（旅行）・集団宿泊的行事などの学校を離れての学校行事 
  を実施する場合～ 
 
  ア  あらかじめ経路や現地における児童生徒等の行動や交通、  
   環境等で予測される危険の有無、連絡の方法、救急病院等  
   の医療機関の有無などを詳しく調査しておく。 
 イ 事前に、引率者の中で救護担当責任者を決め、緊急時の連 
   絡や対応のための体制を整備しておく。 
 ウ 野外活動等の際には、医師、看護師、養護教諭等の専門的 
   能力が高い者を同行させることが望ましい。 
 
 
 ～教科や総合的な学習の時間などで校外学習を実施する場合～ 
  
   ア  事前の実地調査 
   イ  保護者や地域の方の協力を得て安全を確保する 
  ウ 状況に応じた適切な応急手当や救急車の要請等を行う。 
  エ  児童生徒等の人員を点検、及びその掌握。 
  オ  児童生徒等が動揺しないように的確な指示を与える。 
   カ  引率責任者は、その状況及び対処の概要を学校へ急報する。 
 
 
 《それを受け学校の対応は・・・》 
  ○ 傷病者の保護者と教育委員会に連絡と報告を行う。 
  ○  状況によっては、活動の継続の有無、日程の一部変更など   
    についても、速やかに適切な措置を講じる必要があります。 
  
 

＜参考：緊急事態発生時の対処及び救急連絡体制の一例＞ 



Ⅷ まとめ 
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  事故の未然防止に役立てるため、事故後に再発防止に向けて安全指導・安全管理がどのように検討され、どの
ように実施されているかなど学校における事故防止対策の状況を把握するため、以前、災害実地調査を実施した
学校（義務教育学校）に以下の８項目の内容について対面調査（インタビュー形式）を行い、その結果をまとめ
ました。 

  

 

    １ 心疾患や心疾患疑いなどが認められた場合（持病の有無の確認を含む。）、突然死を予防するために健康診断の結果をどのよ    
     うに活用（共有）されていますか。  
  
  ２ 運動中の心臓系の災害を予防するため、始業前や保健体育及び部活動の運動前・運動中ではどのような点に留意して健康観 
     察をしていますか。具体的な内容を教えてください。 
  
  ３ 運動中の心臓系の災害を予防するため、保健体育や部活動では生徒に対する安全指導・学習でどういったところに注意して 
     指導を実施していますか。実施している場合、工夫している点など具体的な内容を教えてください。 
  
  ４ 運動中の心臓系の災害を予防するため、家庭・地域・学校医等の連携についてどのような協働を行っていますか？行ってい 
     る場合は、具体的な内容を教えてください。 
  
  ５ 災害発生時の救急及び緊急連絡体制の整備（ＡＥＤの設置を含む。）について、特に学校内及び学校外（対外運動競技など） 
     など工夫され実施（周知方法を含む）されていることはありますか。実施している場合具体的な内容を教えてください。また、 
     管理職がどのようにかかわっていましたか。どういう指示をしていましたか。具体的な内容を教えてください。 
  
  ６ 運動中の心臓系の災害を未然に防ぐための対応や事故発生時重症化しないため、教師等が対応をしっかり出来るよう職員研 
     修などは実施していますか。実施している場合、どのようなことに留意して研修会を実施しているか具体的な内容を教えてく 
     ださい。 
  
  ７ どのように事故防止情報等の収集をされ、校内での共有をされていますか。具体的な内容を教えてください。 
  
  ８ 起きた事故に対して、その後どのような処置・改善を行いましたか。 

 

Ⅸ 学校における事故防止対策の事例について（義務教育学校） 
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Ｑ１ 
 心疾患や心疾患疑いなどが認められた場合（持病の有無の確認を含む。）、突然死を予防するために健康診断
の結果をどのように活用（共有）されていますか。  
 
 
  

・年２回（４月・９月）保護者を通して健康調査を行い、健康カードに記入してもらう。 

・水泳・マラソン大会等の体育的行事の時にも再度、保護者に事前アンケートを行う。 

・中１の心臓病健診で学校生活管理指導表が医師から提出される。心疾患がある生徒には、学校での配慮が記載されている。 

・中学入学時に中学校１年生を担当する教諭と小学校６年生を担当した教諭が一同に会して、心疾患や既往症、注意点について情報 

 交換を行う。 

・宿泊を伴う行事の前に、健康の状況を確認するとともに、既往症の把握をする。 

 
情報の共有 
 

・保健調査の中の重要な事については、担任、学年の教諭、体育科が把握する。職員会で該当生徒一覧を作り、全職員に周知する。 

・健康診断の結果や小学校からの申し送りも含め、一覧表を作成して各学年に１部ずつ渡し、４月の職員会議で共有している。 

・新年度初めの職員会議で検診結果及び持病での配慮が必要な児童について共通理解をする。 

・健康診断結果を保護者に文書だけでなく、担任または養護教諭から連絡を入れる。学校医にも結果を報告する。 

 

活用方法等 
 

・検診の結果の活用として、生徒ごとへの対応をまとめ、情報管理している。 

・林間学校や修学旅行等を行う際は、既往症を持っている生徒への対処法を周知した上で行事を行っている。 

・検診結果から心音心電図の精密検査でフォローが必要な場合は、水泳の授業に入る前に受診をすすめている。 

 

情報の収集 
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Ｑ２ 
 運動中の心臓系の災害を予防するため、始業前や保健体育及び部活動の運動前・運動中ではどのような点に留意し
て健康観察をしていますか。具体的な内容を教えてください。  
 
始業前 
 
・児童は登校したら、当日の健康状態を自己評価するボードにマグネットを貼る。 
 教諭は児童の健康状態を把握する（体温・顔色・気分等）。 
 児童同士も健康状態の思わしくない子を気遣う。 
 
・朝の健康観察では、学級担任が欠席者及び遅刻者を把握し、その理由を確認する。 
 出席者については、心身の健康観察を行い、結果を健康観察票に記入する。 
 
 
保健体育 
 
・水泳学習はバディ制をとっている。最初は出席番号順で組ませる。バディが毎回、同じであれば確認もしやすい。声を掛け合い、水

からあがる度にお互いを確認しあう。教えあい学習をするので、レベルが把握できるようになれば、レベルに応じてバディを組み直
す。 

 
・準備運動の時に教科担当が顔色等体調を見て、具合の悪そうな生徒は保健室に行くよう指導している。 
 
・体育の時間前に、気になる健康状態について申告するように教諭が児童に声をかける。 

 

部活動 
 
・顧問が健康観察を行う。全身症状、表情、顔色、眼の力などいつもと違う点がないか確認する。生徒同士でもお互い健康状態を確認

し何か異常があれば、教科担任、顧問に伝えるようにしている。 
 
・ウォーミングアップ中の様子や、集合をかけた時の様子などの個々の健康状態を注意している。 
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Ｑ３ 
 運動中の心臓系の災害を予防するため、保健体育や部活動では生徒に対する安全指導・学習でどういったところに
注意して指導を実施していますか。実施している場合、工夫している点など具体的な内容を教えてください。 
 
生徒への安全指導 
 

・絶対に無理をしない、気分が悪くなったらすぐに報告する。 

・友達の異変に気づいたら報告するよう指導している。 

 
 
運動時の配慮・工夫 
 

・プールに入水する時は、プール側に背を向けて足からゆっくりと体を水につけていくようにしている。 

・運動強度の高い運動種目は、過度の負担がかからないように、こまめに水分補給、休憩を取るようにする。 

・ランニングは教諭の目の届く範囲を複数で走らせる。 

・持久走の際は心肺機能を上げるウォーミングアップをしたあと、脈拍を計測し、発汗や胸の痛み、異様な苦しさはないかを注意して 

 みている。 

・休憩時間に準備運動をしているので、教諭もグラウンドへ出て、生徒の様子を観察して授業に入る。 

 

 
教師・学校の安全確保の配慮・工夫 
 

・体育時間を第１時間目、第５時間目に設定しない。 

・健康状態によって、赤白帽子や水泳帽子の色分けをする。 

・心臓系の病気で配慮が必要な場合の体育は複数の教諭で指導にあたる。 

・部活動中は必ず顧問か同じ場所で活動している教諭が確認し、生徒だけで活動することはないようにしている。 



Ⅸ 学校における事故防止対策の事例について（義務教育学校） 

30 All Rights Reserved,Copyright © 2012  独立行政法人 日本スポーツ振興センター 

 

Ｑ４ 
 運動中の心臓系の災害を予防するため、家庭・地域・学校医等の連携についてどのような協働を行っています
か。行っている場合は、具体的な内容を教えてください。  
 
 
 家庭・地域 
 
・子どもの健康状態について、連絡帳を使って保護者と連絡をとりあっている。 
 
・年度当初に部活動ごとに保護者会を開催し、指導方針等について周知している。 
 
・マラソン大会では、ＰＴＡ３０人程度が各ポイントに立ち、児童生徒の安全確保に努 
 めている。 
 
 
 
 
  医療機関 
 
・心電図検診に異常が認められた場合は、検診委託先の医師会から養護教諭に直接連絡があり、再検査の指示や日常生活の留意点が

伝えられる。 
 
・健康診断結果について学校医に報告している。 
 
・内科検診時、学校医に心疾患や心電図に異常がある児童生徒を伝え、重点的に診てもらい、運動時の留意すべき点について指導を

受けさせている。 
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Ｑ５  
  災害発生時の救急及び緊急連絡体制の整備（ＡＥＤの設置を含む。）について、特に学校内及び学校外（対外
運動競技など）など工夫され実施（周知方法を含む。）されていることはありますか？実施している場合具体的
な内容を教えてください。また、管理職がどのようにかかわっていましたか。どういう指示をしていましたか。
具体的な内容を教えてください。 
  
緊急時の対応 
 
・対外試合では顧問一人の引率ではなく複数の教職員で出かけ、万が一の場合迅速に対応できる体制を取っている。 
 
・教職員同士の連絡が円滑にとれるよう、校内インターホン、専用トランシーバー、携帯電話などを活用している。 

 
 
管理職の対応 
 
・訓練の際、管理職が「訓練のための訓練をしているのではない」という緊迫感を持って取り組み、教職員へ見せるようにしている。 
 
・毎朝、教頭がＡＥＤのバッテリーや保管ケースの確認をし、点検簿にチェックしている。 
 
・災害が発生し医療機関へ受診した際には、必ず、できるだけ早く 
 管理職が保護者に会い、状況を説明するようにしている。 
 
 
ＡＥＤの設置 
 
・ＡＥＤは職員室に設置しているが、体育祭時は本部テントに移動 
 し、すぐに使用できるようになっている。 
 
・職員はもちろん、保護者や地域の方、生徒たち、誰からもＡＥＤ 
 の設置してある場所が分かるように、大きく表示してある。 
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Ｑ６ 
 運動中の心臓系の災害を未然に防ぐための対応や事故発生時重症化しないため、教諭等が対応をしっかり出来
るよう職員研修などは実施していますか。実施している場合、どのようなことに留意して研修会を行なっている
か、具体的な内容を教えてください。 
 
 
実施状況 
 
 

・全職員がフェイスシールドを身につけて、どこで生徒が倒れてもすぐに人工呼吸ができるようにしている。 
 

 また、ＡＥＤを持って来られるように体制は整えている。 

 
・救急救命士の方を招へいして、教職員やＰＴＡ役員が心肺蘇生法の講習を受ける。その講習は水泳の授業が 
 

 始まる前ではなく、体力テストを行なう前に実施する。 

 
・救急時、誰がどの立場になっても対応が出来ることを目標に、定期的 
 

 に研修（訓練）をしている。 
 
 
情報の共有化 
 
 

・AEDの使用方法、養護教諭が不在時の対応についてのチャートを 
 

 作成し、職員室等に置いてある。 

 
・センターのＨＰの資料を毎月の職員会議で配布し説明をしている。 
 

 その時期にあった情報を適宜説明・共有している。 

養護教諭不在時の対応についてのチャート図 
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Ｑ７ 
 どのように事故防止情報等の収集をされ、校内での共有をされていますか。具体的な内容を教えてください。  
 
 
外部からの事故防止情報 
 
 

・教育委員会からの事故情報の周知 

 
 

・朝の打合せの際に、学校災害の新聞記事の写しを配布する。 

 
 

・教育委員会やその他の団体が行う研修会（危機管理、応急手当普及員講習、食物アレルギー対応など）に積極的に参加する。 
 
 
共有（周知）方法 
 
 

・校長が災害の新聞記事を切り抜いて「校長だより」等に掲載し全職員に 

 配布する。 

 
 

・週１回、職員会議で、生徒指導から災害関係の情報の報告を受け、 
 

 全職員で共有するようにしている。 

 
 

 様々な災害（心臓関係、交通事故等）を取り上げている。 

 
 

・参加した研修内容について、校内研修会でフィードバックする。 
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Ｑ８ 
 起きた事故に対してその後、どのような処置・改善を行いましたか。 
 

 

運動時の配慮 
 

・教諭の見る目を増やす。目を離さない。見えない場所で活動させない。 
 

・寒くなりすぎても身体に負担がかかるため、長距離走は11月から12月までに行う。 
 

・持久走についてはマラソン形式をやめ、個人にあったペースで時間内を走るペースランニングに変えた。 
 
 

意思の疎通 
 

・教職員の緊急時の意識改革（救急車要請優先等）。 
 

・生徒が不調等を訴えやすい環境を作っていくことを教諭間で確認した。 
 

・調子の悪そうな児童や様子がおかしい児童を見かけたらすぐに担任と校長に報告する。 
 
 

緊急連絡体制 
 
・教室に防犯ブザーを設置し、何かあれば、すぐに教諭が駆けつけるようになっている。 
 

・救急車を呼ぶか呼ばないかの判断は現場で行う。そのために必ず携帯電話を持っていく。 
 

・職員室に必ず誰か残る。事務員だけが取り残される状況は避ける。 
 
 

ＡＥＤの設置等 
 
・ＡＥＤを増やす。 
 

・講習会の実施。 
 

・ＡＥＤの設置場所の変更。 



 参考：ウォーミングアップとクーリングダウン 
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  運動前後を含む運動中の死亡もしくは突然死事故を未然に防ぐため、また、運動能力を十分に発揮するために、 
事前にウォーミングアップが必要です。 

 

○ ウォーミングアップについて 
 
  運動をすることで体温や筋温（筋肉の温度）が上昇し、柔軟性が高まります。また、関節のもつ可動域（関節の動く範囲） 
 を高めることができます。 
  ウォーミングアップを行わずに急激に強い負荷の運動をすると、心肺機能や筋肉などに大きなストレスがかかり、身体が順応で 
 きないため、けがの原因になりやすい。ウォーミングアップは、身体を徐々に強い負荷の運動に適応させる効果があります。 
  ウォーミングアップを行うことで、アドレナリン量が多くなり中枢神経を刺激して、運動に対する心理的な準備が整います。 
   
  一般的な方法としては、次のような運動を行いましょう。 
 
  ① 軽いジョギングや体操    ② ストレッチング、マッサージなど     ③ 競技に合った軽い運動 
 

○ クーリングダウンについて 
 
  激しい運動を急に中止すると、悪心、めまい、立ちくらみなどの症状が出ることがあります。これは運動によって亢進してい 
 た各種の生理機能が安静の状態に戻る過程で、機能相互の間のバランスを失うために起こります。 
  これを防ぐためには、激しい運動後に直ちに安静にするのではなく、しばらく軽い運動を行い、高まっていた機能を徐々に安静 
 状態に導いていく必要があります。このために行う運動をクーリングダウンといいます。 
 
  クーリングダウンの内容は、主運動の種目や激しさによっても違うので一概にはいえませんが、一般的には次のような運動の 
 組合わせを合計５分間くらい行いましょう。 
 
  ① 1～２分間軽いジョギングか歩行  ② 下肢の柔軟体操とストレッチング   ③ 下肢筋のマッサージなど 
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心不全を起こしやすい代表的な心疾患 

疾患名 解  説 （概  要） 

心室中核欠損 
・左心室と右心室を隔てる心室中核に穴（欠損孔）がある疾患です。 
・先天性心疾患の最も多い病型です。欠損孔を通じて左心室から右心室へ流れ込む血液量の多さによって重症度が決まります。 

動脈管開存 
・大動脈と肺動脈の間が、血管（動脈管）でつながっている疾患です。 
・出生後、まもなく閉じる血管ですが、開いたままの状態では、心不全を起こしやすく、多くが幼児期までに手術されています。 

大動脈弁狭窄 
・大動脈の入り口にある弁が先天的に開きにくい疾患で、手前の左心室に強い負担がかかっています。 
・程度によって左心室の圧力は正常の２倍近くになっていることもあります。 

心筋症 

・心筋症は、大きく分けて肥大型、拡張型、拘束型の３種類に分かれます。子どもで見られるものの多くは肥大型心筋症で、心
臓系突然死の原因疾患として重要な疾患です。 
・特に急変しやすいタイプは、閉塞性肥大型心筋症といわれる左心室から大動脈への通路（流出路）がふさがるほど狭くなった
病型で、しばしば失神することもあり、要注意です。 

心筋炎 ・心筋炎は、死亡率が高く、突然死の原因になる疾患です。流行性のウイルスに罹患し、その合併症として発症します。  

チアノーゼを起こしやすい代表的な心疾患 

疾患名 解  説 （概  要） 

ファロー四徴 
・肺動脈の形成と発育が不良で、大きな心室中隔欠損があり、大動脈が左心室と右心室の両方にまたがるような形態をしてい
ます。チアノーゼが出現し、チアノーゼを認める先天性心疾患として、最も多いものです。 

大血管転位症 ・肺動脈と大動脈の出る場所が入れ替わっている。すなわち左心室から肺動脈が、右心室から大動脈が出ている疾患です。 

肺動脈閉鎖 
・肺動脈が閉じており、肺へ流れる血液が得られないために、新生児期に生存するためには、心房中隔欠損や心室中隔欠損が合
併することと、動脈管が開いており、左心室から大動脈に流れる血液の一部が肺動脈へ流れて酸素を取り込むことが必要です。 

三尖弁閉鎖 
・三尖弁が閉じている疾患で、右心房の血液は心室中隔欠損を通じて左心房、左心室、大動脈に流れ、肺動脈閉鎖と同様に、動
脈管あるいはそれに代わる短絡手術によって肺血流を維持しています。 

原発性肺高血圧 ・原因不明の疾患で、肺循環系の高血圧が特徴です。運動中に息切れ、動悸、易疲労性、胸痛、失神が見られます。 
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不整脈 

疾患名 解  説 （概  要） 

発作性上室頻拍 
・突然、脈拍が早くなり１５０/分以上となります。初期症状は動悸ですが、時間とともに顔色が悪くなり、吐き気や嘔吐
がみられるようになります。 

心室頻拍 
・正常の心電図波形と異なり、幅広く変形したＱＲＳ波が連続してみられる不整脈です。心室細動に移行し突然死を起こ
す可能性がある疾患です。 

洞機能不全症候群 
・極端な徐脈や頻脈がみられる不整脈です。時に失神発作を起こし、突然死につながることがあるので、厳重な運動制限と
管理が必要です。 

ＷＰＷ症候群 
・心電図で、特徴のある波形を示します。短いＰＲ（ＰＱ）時間・デルタ波・幅広いＱＲＳ波を有する不整脈で、脈が急に
速くなる発作性上室頻拍症の原因となることがあります。 
 


