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基本的な注意事項
１　学校心臓検診（健康診断）と事後措置を確実に行う

２　健康観察、健康相談を十分に行う

３　健康教育を充実し、体調が悪いときには、無理をしない、させない

４　運動時には、準備運動・整理運動を十分に行う

疾患のある（疑いのある）子どもに対する注意事項
５　必要に応じた検査の受診、正しい治療、生活管理、経過観察を行う

６　学校生活管理指導表の指導区分を遵守し、それを守る

７　自己の病態を正しく理解する、理解させる

８　学校、家庭、主治医間で健康状態の情報を交換する

その他、日頃からの心がけ
９　救急に対する体制を整備し、充実する

10　AEDの使用法を含む心肺蘇生法を教職員と生徒全員が習得する

突然死を防ぐための10か条突然死を防ぐための10か条



は　し　が　き

　最近、10年間（平成11年度～20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1,675件（死亡見舞金給付件数999件、供花料給付件数676件）にのぼっている。死亡見舞金

給付件数のうち中でも、いわゆる突然死（センターにおける突然死の定義はP94参照）と言わ

れている死亡が、死亡全体の56.8%（567件）を占めている状況です。

　とりわけ突然死の中で心臓系突然死が71.3%（404件）と圧倒的に多く占めており、学校種別

に見ると高等学校49%（198件）、中学校31.6%（128件）、小学校14.9%（60件）の順となってい

ます。

　本センターにおける突然死予防の取組みは、平成２・３年度の学校災害事故防止原因分析調

査委員会において、「心臓系突然死の発生傾向について」の視点から調査・分析し、また、平

成11・12年度の災害・事故の原因分析調査研究委員会においては、「学校心臓検診における心

電図義務化前後を比較して」の視点から調査・分析を行ってきました。平成15年度には、これ

らの成果を基に、『学校における突然死予防必携』としてまとめられ、刊行しました。

　本書は、平成15年度版『学校における突然死予防必携』の内容を基本とした改訂版であり、

平成11年度～20年度の10年間のデータで更新掲載するとともに、心肺蘇生法2010年度版ガイド

ラインを掲載し、また、新たに心臓震盪を追加した内容構成としてまとめ、刊行することとし

ました。

　突然死については、これを完全に予防することは困難でありますが、本書が広く活用され、

児童生徒等の安全確保並びに事故災害の防止に寄与され、突然死の減少に役立つことを心から

期待します。

　終わりに、本書の作成に当たって、格別のご尽力をいただきました学校安全情報委員会委員

各位に深く感謝の意を表します。

　平成23年２月

　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人日本スポーツ振興センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校安全部
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－「突然死」に関するQ&A－
☆　突然死とは何ですか？

Ｑ１　突然死とは何ですか？

Ａ１　WHO（世界保健機関）では、突然死を「発症から24時間以内の予期せぬ内因性（病）死」
と定義しています。

　　　ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度における突然死の取
扱いは、上記の定義よりも範囲を広げ、意識不明等のまま、発症後数日から数か月の期間
を経て死亡に至ったものを含ませ得るとしています（P94　「突然死の定義」参照）。

Ｑ２　突然死はどのような場合に起こるのですか？

Ａ２　学校の管理下の子どもの突然死は、全体では約５割、中学校、高等学校においては、約
６割が運動に関係した状況下で発生しています。時間帯では午前10時～12時の間が最も多
く発生しています（P３「学校の管理下における突然死の現状」参照）。

Ｑ３　突然死の原因は何ですか？

Ａ３　突然死の原因は十分解明されていません。突然死の多くは、運動に伴って発生する致死
的不整脈によると考えられています。しかし、基礎心疾患が事前に指摘されていない場合
は、原因が特定されないことが多くみられます。また近年、野球やサッカーなどの球技や
空手などの武道で胸部をボールまたはこぶしが直撃することによって死亡する事故が散見
されるようになりました。これを心臓震盪といいます。心臓震盪の原因としては前胸部、
特に心臓の直上に加わった衝撃により致死的不整脈が起こることがわかってきました。

Ｑ４　突然死の原因は心臓病だけなのですか？

Ａ４　学校の管理下における突然死の調査では、６割～８割が心臓系に起因するものです。残
りは、中枢神経系やその他の疾患によるものです。しかし、突然死の中には、原因が特定
できないケースもみられるため、予防の難しさがあります（P３　「学校の管理下におけ
る突然死の現状」参照）。

Ｑ５　学校において突然死を予防するにはどのようにすればよいのですか？

Ａ５　学校において突然死を予防するには、すべての教職員が注意を払って、子どもの健康管
理を実施することです。定期健康診断（心臓検診）の完全な実施、日頃からの健康観察、
学校生活管理指導表に沿った子どもの管理及び指導、学校・家庭・主治医・学校医の連携
等がとても重要です。健康診断については、結果を必ず把握します。また、未受診の子ど
もについても、何らかの方法で結果を把握しなければなりません。また、結果を保健室（養
護教諭）に留めるのではなく、学校教育の場に生かしていくことが重要です。そして、検
診で発見されなかった健康上の問題点については、日頃の健康観察の実施が大切な役目を
果たします。学校と家庭が連携し、子ども一人一人の病気や既往歴について共通理解を図
りましょう。運動や身体活動を伴う教育活動については、観察をきめ細かく行うなど、教
育活動の場面に応じた観察を行い、特に、学校生活管理指導表が出ている子どもの場合は、



病状の把握と指導区分を理解し、細心の注意を払いましょう（P25「突然死予防のための
管理・指導」参照）。

☆　学校生活管理指導表とは？

Ｑ６　学校生活管理指導表とは何ですか？

Ａ６　学校生活を健康で安全に送るために、生活上の注意及び指示事項を主治医が記入した表
のことで、学校教育活動、特に体育的活動を伴う場合の運動強度の区分が示されています
（P92「学校生活管理指導表」参照）。学校生活管理指導表に基づき、学校・家庭・主治医・
学校医が共通理解を図り、学校生活に生かして、事故防止に努めます。

Ｑ７　指導区分E（「同年齢の平均的児童生徒にとっての強い運動」にも参加可）と指示され

ています。学校ではどのように対応すればよいのですか？

Ａ７　学校生活管理指導表は、心臓疾患を含めたあらゆる疾患に用いられます。E区分は定期
的な管理が必要であることを意味しており、教科体育の活動はすべて参加してかまいませ
ん。しかし、運動（クラブ）部の活動や文化的（クラブ）部活動における強い身体活動へ
の参加（P36「突然死予防のための指導」参照）が問題となります。学校生活管理指導表
上の運動クラブ活動の項で「可」の指示が出された場合は、すべての運動に参加して構い
ませんが、主治医とよく相談して決定してください。また、「禁」が出された場合は、選
手を目指した運動（クラブ）部の活動には参加できません。

Ｑ８　「管理不要」とありますが、本当に大丈夫か心配です。

Ａ８　「管理不要」とは、心電図などに何らかの所見はみられるが、通常、突然死を引き起こ
すことは考えられないものです。運動制限も定期的な検査や診察も必要ありません。具体
的には、散発性の上室（性）期外収縮や器質的異常のない心雑音（無害性雑音）などがそ
れに当たります。

Ｑ９　「管理指導を受けた」と子どもが申し出た場合、どのように対応すればよいのですか？

　　（①学校としての対応　②教科としての対応　③プライバシーの保護等）

Ａ９　Ａ６のとおり、学校生活を健康で安全に送るために学校生活管理指導表に基づいて、主
治医から生活上の管理及び指導を受けたものです。

　①　学校としては、養護教諭と学級（ホームルーム）担任（以下「学級（HR）担任」という。）
が中心となり、学校生活管理指導表の細部について、家庭と連絡をとり、具体的な対応を
確認しましょう。また、必要に応じて、主治医や学校医とも相談します。

　②　学校生活や家庭生活での注意事項を確認するとともに、特に運動については、具体的な
活動内容を示し、学校・家庭との間で共通理解を図ることが大切です。

　③　子どものプライバシー保護という観点からも、学校教育の現場では、教職員、講師、外
部指導者、ボランティア等多くの人々が携わっているため、守秘義務を徹底し、十分に気
を付けましょう。



Ｑ10　学校生活管理指導表は、あくまでも基準であると思います。個々の子どもによって、管

理や対応も違いますが、学校と主治医とどのように連携をとればよいのですか？

Ａ10　学校では主治医が学校生活上の留意事項について記入した学校生活管理指導表を必ず提
出してもらいましょう。その写しを学校医に渡すとともに、学校教育現場における指導及
び助言を受けます。主治医は、保護者に十分な説明をしていると思いますが、学校でも学
校行事などの教育活動を行う上でのアドバイスについて、場合によっては、主治医や学校
医と連携をとることが大切です。また、学級（HR）担任や養護教諭等が学校における子
どもの様子を手紙に書いて、主治医の検診時に持参させる、直接話を聞く等、いろいろと
事例に応じて工夫し、主治医との連携を図ります。

☆　進学する場合の引継ぎは？　授業時の対応は？

Ｑ11　管理が必要な子どもが進学する場合、どのような対応が必要ですか？

Ａ11　進学や転出等で健康管理の引継ぎが必要な場合は、保護者の了解を得てから、学校生活
管理指導表を進学先、転出先の学校へ送付します。学校生活管理指導表の他にも、学校生
活の子どもの様子や詳細についても、必ず連絡しましょう。また、直接、学校生活管理指
導表を保護者が学校へ持参し、学級（HR）担任や養護教諭と、日頃の家庭での様子など
を話し合うこともひとつの方法です。なお、小、中学校では、健康診断票を、進学（転出）
先学校長あてに、親展で送付してください。

Ｑ12　心臓検診の結果が出るまで、体育の授業や体育的行事はどうすればよいのですか？

　　また、春先に新体力テストを実施します。その際の注意点はありますか？

Ａ12　新入生の場合は、まず、健康調査カード・家庭調査票等で既往症のチェックを行い、必
要に応じて、注意を要する子どもをリストアップします。次に、心臓検診の結果が出るま
では、強度の強い運動は控えます（持久走・シャトルラン等）。また、授業の始めと終わ
りには、健康チェックを念入りに行い、運動中も子どもの様子を観察することが大切です。

Ｑ13　突然死を予防するために、保健体育科教員（「体育の授業者」を含む。以下「保健体育

科教員」という。）の果たす役割にはどんなものがありますか？

Ａ13　学校の管理下における突然死の現状（P３「学校の管理下における突然死の現状」参照）
でも、運動に関係した状況下で発生しているものは、全体では約60％、中学校、高等学校
においては、約65％に上ります。その意味でも、体育の授業をはじめとして運動の指導に
かかわることが多い保健体育科教諭が突然死予防の大切な役割を担っているという自覚を
もつことが大切です。常に、養護教諭や学級（HR）担任と健康面での情報交換を行い、
子どもの健康観察と適切な指導に当たりましょう。保健体育科教員は、他教科の教師以上
に突然死予防のための知識を得るとともに、子ども一人一人の健康状態の把握に努め、指
導することが大切です。特に、学校生活管理指導表によって指導区分の指定がある子ども
の場合は、具体的に運動種目、内容を確認し、運動強度を超えないように注意しましょう
（P37「体育・保健体育科授業時における指導」参照）。



Ｑ14　本人（又は保護者）の強い希望で、禁止されている運動をやりたいとお願いされました。

どうすればよいのですか？

Ａ14　運動や身体運動を伴う活動については、学校生活管理指導表の指導区分に従うことが大
前提です。しかし、本人や保護者から強い希望がある場合は、学校、家庭、主治医等と、
どのような運動なら実施が可能か、禁止や制限を加える運動について、十分に話し合いを
もつことが大切です。特に、主治医の指導助言、指示には必ず従いましょう。

Ｑ15　宿泊行事において、管理の必要な子どもへの対応は、具体的にどのようにすればよいの

ですか？

Ａ15　学校生活管理指導表には、学校行事、その他の活動欄に「指導区分“E”以外の児童生
徒の遠足、林間学校、臨海学校、宿泊行事などの参加について不明な場合は、学校医・主
治医と相談する。」とあります。家庭には、実地踏査の内容を基に、どのような行事・活
動を行うかを個々に知らせ、その可否を主治医に判断してもらいます。それを、面談ある
いはアンケートへの回答などによって、教職員に周知しましょう。併せて、事前の健康診
断において、学校医に健康状態をみてもらい、留意事項を確認しておく必要があります。
宿泊先では、毎朝・毎晩、子ども各自の健康状態の確認をすることが多いと思います。管
理が必要な子どもについては、学級（HR）担任や保健担当者がこまめに健康観察を行っ
てください（P25「突然死予防のための管理・指導」参照）。

☆　精密検査の結果は？　不調を訴えたときの対応は？

Ｑ16　子どもが精密検査（精検）となりました。診断が確定するまで、どうすればよいのです

か？

Ａ16　学校で行う検査はスクリーニング検査であり、精検者の中には、突然死を起こす可能性
のある心疾患が含まれていることがあります。２次検診では、疑われる病名と暫定の指導
区分表が出されますので、精密検査が終わるまでは、その指導区分に従ってください。精
検となった子どもは、なるべく早く指定された病院に行き、精密検査を受ける必要があり
ます。

Ｑ17　診断書の心電図異常と病的不整脈の違いは何ですか？

Ａ17　心電図異常とは、時々出現する心房期外収縮のように、所見としてはとらえられるが、
生活上まったく支障のない「管理不要」とされるものをいいます（Ａ８参照）。これに対
して、頻発する心室期外収縮や運動に際して増悪する不整脈で、病院で定期的に管理を要
するものを病的不整脈といいます。

Ｑ18　管理が必要とされた子どもが「気分が悪い」と訴えてきた場合、心臓疾患に関係するも

のではないかと判断できるチェックポイントや、救急車を要請する判断基準はあります

か？

Ａ18　基礎心疾患があり、以下の症状が見られた場合は、救急車の要請が必要になります。
　　　チアノーゼの出現又は増強、呼吸困難、呼吸数増加、脈の乱れ又は触れない、血圧低下、
胸部の痛み、意識喪失、失禁等



☆　緊急時の体制づくりや教職員研修は？

Ｑ19　突然死を予防するための研修会では、どのようなことを企画すればよいのですか？

Ａ19　突然死についての現状理解、予防のための指導及び管理、また、管理の必要な子どもの
事例を通して、具体的な対処法について研修しましょう。校内の緊急体制を再確認し、緊
急時の対応について万全を期さなければなりません。そのためにも、教職員の心肺蘇生法
実技研修などを年間計画の中に位置付けるなど、学校の実情に応じた研修計画を立てます。
研修計画を立てる際、消防署や学校医等関係機関等との連携も考慮に入れることが必要で
す（P３「学校の管理下における突然死の現状」、P36「指導に当たっての心得」参照）。

Ｑ20　校内の緊急時の体制をつくる際、どのようなことに留意すればよいのですか？

Ａ20　校内における緊急時の体制は、応急手当の実施、関係機関への連絡を含む通報・連絡方
法の整備、養護教諭不在時の対応、事故が起きた場合の情報収集や記録など、多岐にわた
って整える必要があり、また、体制づくりには、教職員全員の共通理解が大切です。また、
旅行（遠足）、集団宿泊的行事等の学校外における救急体制では、救急担当者、交通事情、
救急病院の有無等の確認、関係機関等への連絡方法が必要事項となります。普段から、体
制を整え、万が一、事故が起きた場合でも、冷静に正しく対応できるようにしましょう。
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