パネルディスカッション

大津会場
令和元年 11 月 19 日（火）13 時 ~16 時 30 分

１. 事業概要説明
戸田

芳雄氏

２. パネリスト発表要旨
Ａ 北野

孝一氏

『学校でのサッカーによる事故を防ぐために』
〈P.51 ／金沢会場参照〉

B 石見

拓氏

『学校における心臓突然死対策と児童生徒への救命教育
〜救えなかったいのち ASUKA モデルから学ぶ〜』

C 中原

いずみ氏

『学校における体育活動中の事故防止と事故発生時の対応について』

D 溝内

健介氏

『スポーツ指導における指導者の責任』
〈P.33 ／福島会場参照〉

３. 参加者との意見交換
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パネルディスカッション B

大津会場

『学校における心臓突然死対策と
児童生徒への救命教育』
〜救えなかったいのち

ASUKA モデルから学ぶ〜

・京都大学環境安全保健機構教授
・日本版心肺蘇生ガイドライン 2015 編集委員 （教育と普及担当）
・日本臨床救急医学会：学校への BLS 教育導入検討委員会前委員長

石見

拓

・日本循環器学会
・一般財団法人

AED 検討委員会
日本 AED 財団

副委員長

専務理事

・NPO 法人大阪ライフサポート協会

副理事長

同協会 PUSH プロジェクト代表
（略歴）
1996 年

群馬大学医学部卒業

2003 年

大阪大学医学部

2006 年

京都大学保健管理センター（平成 23 年より環境安全保健機構に改名）（予防医療学） 助教

2015 年

同

医学系研究科生態統合医学（救急医学）博士課程修了

教授

発表要旨
Ⅰ．学校における心臓突然死
（１）桐田明日香さんの突然死から学ぶ 〜 ASUKA モデル〜
平成 23 年９月 29 日、さいたま市の小学校６年生、桐田明日香さんが、駅伝の課外練習中に心停止
となり、翌 30 日に死亡するという悲しい事故が起きた。明日香さんの事故では、その後の検証で、現
場にいた教員等が「脈がある」
「呼吸がある」ととらえ、学校に AED が備えられていたにもかかわらず、
使用することができなかったことが明らかとなった。この事故の反省をふまえ、さいたま市教育委員
会とご遺族が協力をして、
「体育活動時等における事故対応テキスト〜 ASUKA モデル〜」を作成し、さ
いたま市教育委員会のホームページで公開している。残念なことに、本年７月にも新潟県の高校生が
部活の練習直後に倒れた際にも AED が使われなかった。我々は、これらの事例から得られる教訓をし
っかりとシェアし、こうした事故が繰り返されないよう対策を練る必要がある。
心臓突然死の特徴は、何の前触れもなく、誰にでも起こりうること、最初の数分間の行動で生死が
左右されることにある。突然の心停止が、いつ、どの学校で起こってもおかしくないということを改
めて認識し、いざというときに『秒』の単位で救命処置を実践できる体制を構築する必要がある。
（２）学校における突然死の実態
突然死は、「発症から 24 時間以内の予期せぬ内因性の病死」と定義される。独立行政法人日本スポ
ーツ振興センターによると、最近 10 年間（平成 19 年度〜 28 年度）における学校の管理下における児
童生徒等の死亡件数は 1,052 件にのぼり、このうち、突然死が 30.5%（321 件）を占めている。突然死
の中で心臓系突然死が 53%（170 件）と圧倒的に多くを占めており、実に、毎年 10 人前後の児童・生
徒が、心臓突然死のために、「学校で」命を落としていることになる。
Ⅱ．日本における心臓突然死の現状と課題
（１）心臓突然死の発生数と救命率
日本では、毎年７万人を超える心臓突然死が発生している。救急医療体制の改善に伴って、心臓が
原因で病院の外で心停止となった方の社会復帰率（脳の障害などを残さずに社会に戻れた方の割合）
は年々改善してきているが、依然 10％以下と低い。
（２）迅速な心肺蘇生と電気ショックの重要性
突然の心停止の現場に居合わせたものが素早く心肺蘇生を実施すると約２倍、AED を用いた早期の
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電気ショックが実施されると約２倍、救命の可能性が高まることが報告されており、心停止からの救
命には、現場に居合わせた市民の力が非常に重要であることが実証されている。
（３）新しい蘇生ガイドラインのポイント
突然の心停止の現場は、混乱して判断が困難な状況になりうる。普段心停止を見る経験の少ないも
のにとって、反応や呼吸の有無を判断することは容易ではない。
『ASUKA モデル』では、反応の確認、
呼吸の確認など心停止の判断をする際に、
「判断ができなかったら、胸骨圧迫と AED の使用に進む」と
いう迅速な行動開始の重要性が強調されている。2015 年 11 月に更新された蘇生ガイドラインでもこ
うした判断に迷った際に行動を開始することの重要性が強調されている。
蘇生ガイドラインでは同時に、学校教育への AED、心肺蘇生に関わる教育導入の重要性にも言及し
ている。こうした提言を受けて、平成 23 年９月には、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
から、学校における応急手当の普及啓発活動の推進についての通知が出されている。
Ⅲ．学校における AED を活かした危機管理体制の構築
（１）AED の設置・運営／日頃の準備の重要性
心停止への対応は、時間との勝負であり、保健室への移動などはせず、
「現場で」救命処置を開始す
る必要がある。いつ起こるか分からない緊急事態で迅速に行動するために日常から心肺蘇生講習を充
実させることや携帯電話を携帯することなど、日々の危機管理体制の構築が求められる。
AED については、電気ショックを加えるための治療器具であると同時に「診断器具」でもあるので、
判断ができなければまず、AED を装着し、電気ショックが必要かどうかを診断してもらうという活用
方法を知っておく必要がある。AED の適正な配置や管理については、日本循環器学会 AED 検討委員会
の提言に加え、厚労省から AED の適正配置に関するガイドラインが公表された。この中で、学校は
AED の配備が最も求められる場所の一つにあげられており、規模の大きな学校への複数台設置の考慮、
運動施設（運動場・プール・体育館など）への設置の推奨、などが述べられている。
死戦期呼吸（心停止直後に起こりうるゆっくりとあえぐような異常な呼吸）を心停止の兆候と判断し、
救命処置を開始することの難しさ、AED を設置するだけでなく、いざというときに使える危機管理体
制を構築することの難しさを認識したうえで、リアリティをもって対策を講じていくことが求められる。
（２）学校での心肺蘇生教育の意義と現状
東日本大震災では、中学生、高校生をはじめとした若者たちが、救助や復興において大きな力とな
った。学校における心肺蘇生教育は、心肺蘇生の社会への体系的な普及につながり、突然心停止とな
った方々の救命に大きな力になる。加えて、学校での心肺蘇生講習は、命と向き合う機会を提供する
ことになり、児童・生徒たちに『いのち』や『絆』、『互助の精神』の重要性を感じてもらう貴重な機
会になる。中学校、高等学校の学習指導要領には、心肺蘇生教育の実施が盛り込まれているが、現実
には授業時間の確保が難しい、教師に心肺蘇生教育の指導経験が乏しい、資器材が不足しているなど
が障害となり、必ずしも普及は進んでいない。心肺蘇生の指導がなされていても、実技を伴う講習と
して行われているケースは少ないと思われる。
学校での心肺蘇生講習実施を促す取り組みの一つとして、日本臨床救急医学会では、学校での心肺
蘇生講習実施の際の学年別到達目標や指導内容に関するコンセンサス、指導案や指導に必要な資料を
作成し、ホームページ上で公開している。この中では、現時点では学習指導要領に含まれていないが、
小学生から心肺蘇生の教育を実践することも推奨している。小学生に心肺蘇生・AED を指導するにあ
たっては、心肺蘇生や AED のスキルを完全にマスターする必要はない。『発達段階に応じて』繰り返し
学ぶことで、心肺蘇生と AED に関わる知識が定着し、いざというときに行動を起こすことが当たり前
の社会を目指すことが求められている。一般財団法人日本 AED 財団では、小学生に心肺蘇生・AED を
指導する際に役立つ副読本を無償で提供している。また、NPO 法人大阪ライフサポート協会の PUSH プ
ロジェクトでも、学校における心肺蘇生・AED の教育を促進するためのコンテンツを数多く提供して
いるので参考にしていただきたい。
平成 29 年度に改訂された中学校の学習指導要領では、AED の使用を含む応急手当を習得するよう記
載が強化された。学校での心肺蘇生教育は、社会に体系的な広がりをもたらすとともに、これからの
時代を担う若者たちに、命の大切さ、共助の精神、自分たちにできることを感じてもらえるという実
感が持て、指導する側にとっても学ぶこと、得ることは多い。こうした取り組みを通じて、全国の学
校に心肺蘇生・AED の教育が広がることを願っている。
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パネルディスカッション C

大津会場

『学校における体育活動中の事故防止と
事故発生時の対応について』
中原

・滋賀県教育委員会事務局保健体育課学校体育係

いずみ

・指導主事

（略歴）
平成 ５年

日本体育大学卒業

平成 ５年〜

大津市立唐崎中学校教諭

平成 ９年〜

高島市立安曇川中学校教諭

平成 20 年〜

高島市立今津中学校教諭

平成 29 年〜

現職

発表要旨
Ⅰ．はじめに
滋賀県下の学校管理下での災害発生件数についてまとめたものである。過去５年間を見ると、年々災
害発生件数は減少しているものの、10,000 件を超える高い数字で発生し、校種別の災害発生件数を見て
みると、小学校での災害発生が一番多いことがわかる（資料１）
。また、その中でも、平成 30 年度の体
育活動中の事故だけで見てみると、小学校では体育の授業中、中学校では部活動等の事故の発生が最も
多いことがわかる（資料２）。
このような現状を踏まえ、体育活動中の事故を限りなくゼロにするための、本県での取組を紹介する。
資料１

滋賀県における学校管理下での災害発生件数について
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Ⅱ．本県の取組
（１）滋賀県小学校・中学校・高等学校（特別支援学校小学部、中学部、高等部を含む）における校種
ごとの体育科、保健体育科 教科主任研修会について
年度当初に県内の学校の体育科・保健体育科教科主任を対象として研修会を実施し、体育科・保健
体育科における重点課題について周知するとともに、安全確保と事故防止の徹底について指導をして
いる。軽微なけがを含め、事故発生をゼロにすることが究極の目標ではあるが、授業中における安全
確保と事故防止の徹底について各学校の実態把握と授業改善に努めるため開催している。
（２）学校体育実技武道講習会について
武道の必修化に伴い、中学校および高等学校の保健体育科の教員を対象に、滋賀県柔道連盟および
滋賀県剣道連盟等の関係機関と連携し、学習指導要領に準拠した安全な武道指導のための指導者研修
会を実施し、指導の充実に努めている。その中では、学年、経験、体力差等を考慮した指導計画の立
案や個々の技術習得レベルに応じた段階的な指導の在り方など、教員の指導力向上および授業改善と
安全確保について学ぶ機会としている。また、救急体制や応急手当等、教員の危機管理意識を高める
とともに、生徒の安全を最優先にした指導が行われることを目的に開催している。
（３）体育的活動等における事故防止研修会（実技研修会）について
平成 28 年 7 月に「組体操にかかる指針」を作成し、各校に通達し、事故防止に努めている。研修会
では事故につながる可能性がある指導事例や安全に体育的活動を行うための体の使い方や補助の仕方、
危険回避の方法等を講義や実技を通してより深く理解し、救急体制や応急手当等、教員の危機管理意
識を高めるとともに、児童生徒の安全を最優先にした指導が行われることを目的に開催している。
（４）運動部活動指導者スキルアップ研修会について
県内中学校・高等学校および特別支援学校の運動部活動指導者が、研修を通じて運動部活動の意義
を再確認するとともに、スポーツ医・科学やスポーツ心理学等の専門的分野から合理的で効果的な指
導技術を多面的に学び、指導力を高めることで運動部活動の活性化を目指す。本年度は医・科学見地
からの望ましい部活動のあり方と題して理学療法士による講演会を実施した。また、暴言や暴力に頼
る指導の非合理性および子どもに与える影響を学び、運動部活動での体罰の根絶を目指す。
（５）学校の危機管理トップセミナーおよび学校安全指導者講習会
「学校事故対応に関する指針（文部科学省）」に基づき、教職員一人一人が、状況に応じた的確な判
断や適切な対応ができるよう、管理職の研修による危機管理意識の向上に努めている。
さらに、「学校の危機管理マニュアル作成の手引」に基づき、各学校における学校安全に取り組む組
織体制を構築し、さらなる学校安全の推進に努めている。本年度は「子どもたちの命を守るために〜
『ASUKA モデル』と小学校からの救命教育の推進〜」と題した講演により、学校での救命体制の確立と、
養護教諭に任せず、居合わせた者が誰でもすぐに救命措置を開始することについて研修会を実施して
いる。
Ⅲ．まとめ
体育活動中における事故はゼロにするという究極の目標を掲げ、安全確保と事故防止の徹底を実施
していても事故が起こらないとは限らない。
令和元年度、県立高等学校において、保健体育科の授業中に心肺停止の事故が発生した。保健体育
科教員による速やかな心肺蘇生が行われ、一命を取り留めた。学校管理下においては、日々、安全確
保と事故防止の徹底を図ることはもちろんのことではあるが、重大事故の発生を想定し、現場で教職
員が迅速、適切に対応できるよう、生徒の実態把握と、教職員の研修・訓練は欠かせない。
これを機に、事故発生時の対応マニュアルの周知・徹底や、施設・環境づくりなど危機管理体制の
構築について、学校全体で取り組むことが重要である。
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