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突然死の予防に向けて

　幼児児童生徒（以下「子ども」という。）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って、健康管理を実施しなければならない。

　ある日突然、元気に楽しく過ごしていた子どもが倒れ、死亡する不幸な事例は、毎年、相当

数発生している。しかも、その中には、日常の健康観察において、何も異常が発見されていな

いにもかかわらず、死に至るものもある。

　突然死には、基礎にその可能性がある事が予想されているが避けられず発生してしまった場

合と、可能性も明らかな前兆も不明であったものがあるが、原因の多くは心臓系の疾患と中枢

神経系と呼ばれる脳の疾患による。突然死の可能性がある基礎疾患が判っているものについて

は、学校で子どもの健康診断の結果を把握し、家庭や主治医等と連絡をとり合って体調につい

ての情報を十分に得ることや、日常生活における健康観察についても徹底を図る必要がある。

特に、心臓系疾患などの健康上の異常が発見された子どもについては、主治医及び学校医と連

携をとり、学校生活の適切な管理及び指導に当たらなければならない。また、子どもが健康で

安全な学校生活を送るためには、幼稚園、保育所、小学校、中学校及び高等学校等の校種間の

連携も重要である。

　心臓震盪に対する防止策としては、心臓の直上に衝撃が加わった場合に発生することが多い

ため、特に小中学生では前胸部を守る防具（パッドなど）を使用することが薦められる。また、

AEDによる早期の除細動が唯一の対処法であることからスポーツ現場に常時携帯することが

理想である。

　さらに、学校において、突然死に至る可能性のある事態が発生した場合など緊急時に備えて、

責任者の設定、AEDの使用を含む応急手当、関係機関への連絡（救急隊、家庭、学校医、教

育委員会等）等の分担を明確にして教職員の研修を実施し、緊急時の校内体制を整えて、可能

な限り事故の被害を最小限に留めなければならない。本書では、突然死を予防するための学校

における突然死の現状、原因となる疾患、突然死予防のための管理及び指導等について示す。

Ⅰ　突然死とは

突然死の定義

　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」

と定義している。

　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。
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　学校の管理下における突然死の発生と頻度については、独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター（以下「センター」という。）の災害共済給付制度による統計が利用できる。ただし、こ

の統計における突然死の取扱いは、上記の定義より範囲を広げ、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る（P94「独立行政法人日本

スポーツ振興センターにおける突然死の取扱い」参照）。

　時間帯としては、学校教育を受けるために登校してから下校し終わるまでであるが、林間学

校、臨海学校、修学旅行、部活動、定時制、通信制高校の教育施設内で起こった事故なども含

まれる。



Ⅱ−１図表１　学校の管理下における突然死の件数（平成11年度〜平成20年度）

単位 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 計

突然死
件 80 83 65 56 70 57 45 35 41 35 567

％ 59.26% 61.94% 54.62% 58.95% 58.82% 61.96% 54.88% 47.30% 54.67% 47.30% 56.76%

その他の死亡
件 55 51 54 39 49 35 37 39 34 39 432

％ 40.74% 38.06% 45.38% 41.05% 41.18% 38.04% 45.12% 52.70% 45.33% 52.70% 43.24%

計 135 134 119 95 119 92 82 74 75 74 999
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Ⅱ　学校の管理下における突然死の現状

１　突然死の発生と頻度

　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。平成５年～平成14までの10年間と比べ、大幅に減少し

死亡件数は438件、その内の突然死数も271件減ったが比率はほとんど変わらない（Ⅱ－１図

表１）。さらに、このおよそ71％が心臓系疾患で占められていることも変化がない（Ⅱ－１

図表２）。また10万人当たりの発生頻度は、学校種別にみると、高等学校が最も高く、次い

で中学校、保育所、小学校、幼稚園となっている（Ⅱ－１図表３）。

　なお、現在では、学校における心臓検診において、心電図検診が義務化されている（小学

校、中学校、高等学校１年時）。



Ⅱ−１図表２　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）

Ⅱ−１図表３　10万人当たりの突然死発生頻度（平成11年度〜平成20年度）

単位 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 計

心臓系突然死
件 57 57 48 38 56 44 35 28 25 16 404

％ 71.25% 68.67% 73.85% 67.86% 80.00% 77.19% 77.78% 80.00% 60.98% 45.71% 71.25%

その他の突然死
件 23 26 17 18 14 13 10 7 16 19 163

％ 28.75% 31.33% 26.15% 32.14% 20.00% 22.81% 22.22% 20.00% 39.02% 54.29% 28.75%

計 80 83 65 56 70 57 45 35 41 35 567

Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

小学校 0.21 0.23 0.24 0.08 0.11 0.07 0.15 0.10 0.04 0.04

中学校 0.59 0.61 0.56 0.49 0.58 0.52 0.36 0.30 0.36 0.25

高等学校 0.78 0.72 0.79 0.66 0.89 0.70 0.56 0.47 0.53 0.42

幼稚園 0.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00

保育所 0.38 0.31 0.42 0.11 0.11 0.22 0.00 0.00 0.22 0.43

高等専門学校の値については、グラフ上から突出し、参考にならないため、掲載しない。

（件）

－3－ －4－



Ⅱ−１図表４　突然死発生月別状況（小学校〜高等専門学校：平成11年度〜平成20年度）

Ⅱ−１図表５　突然死発生時間帯別状況（小学校〜高等専門学校：平成11年度〜平成20年度）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

小 学 校 9 8 11 6 2 9 7 12 7 7 8 6 92

中 学 校 8 20 11 15 6 10 19 10 17 11 18 22 167

高 等 学 校 21 23 25 19 22 19 27 27 19 21 22 16 261

高等専門学校 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 7

計 40 52 47 40 31 38 54 49 43 40 49 44 527

６時前 ６時〜 ８時〜 10時〜 12時〜 14時〜 16時〜 18時〜 計

小 学 校 0 1 19 27 23 16 4 2 92

中 学 校 0 11 38 39 30 19 25 5 167

高 等 学 校 4 13 42 58 57 38 31 18 261

高等専門学校 0 0 1 1 1 2 0 2 7

計 4 25 100 125 111 75 60 27 527
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２　突然死の発生類型

　突然死の発生状況を月、時間帯、学年、年齢別にみると、Ⅱ－１図表４からⅡ－１図表８

に示すとおりである。

　なお、ここでは、学齢期以降の発生状況と、幼稚園・保育所における発生状況を分け、そ

れぞれの傾向を表した。



Ⅱ−１図表６　突然死発生月別状況（幼稚園・保育所：平成11年度〜平成20年度）

Ⅱ−１図表７　突然死発生時間帯別状況（幼稚園・保育所：平成11年度〜平成20年度）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

幼稚園 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6

保育所 7 6 1 0 1 2 2 2 4 4 3 2 34

計 8 6 2 0 1 2 5 2 4 4 3 3 40

６時前 ６時〜 ８時〜 10時〜 12時〜 14時〜 16時〜 18時〜 計

幼稚園 0 1 2 1 2 0 0 0 6

保育所 0 0 1 7 8 17 1 0 34

計 0 1 3 8 10 17 1 0 40
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幼稚園・保育所 小学校 中学校 高等学校・高等専門学校
（40） （92） （167） （268）

0・1歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年

20 3 4 5 7 1 9 10 15 18 19 21 43 66 58 101 97 66 4 0

Ⅱ−１図表８　学年（年齢）別発生状況（平成11年度〜平成20年度）
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　月別発生状況では、小学校、中学校、高等学校では10月に多く（Ⅱ－１図表４）、幼稚園・

保育所では４月に多く発生している（Ⅱ－１図表６）。

　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（Ⅱ－

１図表５）、幼稚園・保育所では、14時～16時に多い（Ⅱ－１図表７）。これは、幼稚園・保

育所の乳幼児期に発生する突然死と、学齢期（小学校から高等学校にかけて）に発生する突

然死の傾向には、特徴があることを示している。

　Ⅱ－１図表10では、「運動中・運動後」「運動外」にその特徴が表れている。年齢・学年別

発生件数では、高校１年～２年時に多く発生している（Ⅱ－１図表８）。



Ⅱ−１図表９　男女別発生状況（平成11年度〜平成20年度）

単位 男 女 計

小 学 校
件 55 37 92

％ 59.78% 40.22% 100%

中 学 校
件 119 48 167

％ 71.26% 28.74% 100%

高 等 学 校
件 206 56 262

％ 78.63% 21.37% 100%

高等専門学校
件 5 1 6

％ 83.33% 16.67% 100%

幼 稚 園
件 1 5 6

％ 16.67% 83.33% 100%

保 育 所
件 25 9 34

％ 73.53% 26.47% 100%

計
件 411 156 567

％ 72.49% 27.51% 100%

全体

小学校

高等学校・高等専門学校

中学校

幼稚園・保育所
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　また、突然死によって被災した子どもを男女別に分けると、Ⅱ－１図表９のとおりである。

ここでは、年齢が上がるにつれて、男子の割合が増え、高等学校では79％となっていること

が分かる。



Ⅱ−１図表10　状態別発生状況（平成11年度〜平成20年度）

全体

小学校

高等学校・高等専門学校

中学校

保育園

単位
平成11年〜平成20年

運動中・後 運動外 合計

小 学 校
件 41 51 92
％ 44.57% 55.43% 100.00%

中 学 校
件 113 54 167
％ 67.66% 32.34% 100.00%

高 等 学 校
件 173 88 261
％ 66.28% 33.72% 100.00%

高等専門学校
件 3 4 7
％ 42.86% 57.14% 100.00%

幼 稚 園
件 0 6 6
％ 0.00% 100.00% 100.00%

保 育 園
件 2 32 34
％ 5.88% 94.12% 100.00%

計
件 332 235 567
％ 58.55% 41.45% 100%
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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、Ⅱ－１図表10のとおりで

ある。「運動中・運動後」の突然死の発生については、幼稚園・保育所では６％であるが、

小学校では約45％、中学校では68％、高等学校では66％と、中学校及び高等学校で発生割合

が高くなっている。幼稚園・保育所では「運動外」の割合が94％（保育所94％、幼稚園100％）

と高いが、これは０歳児、１歳児に午睡中の死亡の例が多いからである。



事例番号 発生時

学年・性別 死亡診断書上病名 心臓病管理指導表上診断名・指導区分

　…　掲載する事例の指導区分については、学校生活管理指導表の指導区分であり、下記のと

おりである。

学校生活管理指導表上の指導区分

区分 内　　　　　容

A 在宅治療または入院の必要なもの

B 心不全、危険な不整脈などの治療中のもの、高度のチアノーゼのあるもの

C 心不全出現の可能性のあるもの、運動に際し危険を伴う可能性のあるもの

D 中等度の心疾患、残存異常のある術後心疾患

E

軽症の心臓病（心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、動脈管開存症、僧帽弁閉
鎖不全症など単一の疾患で軽症のもの）、手術後で残存異常のないもの、川
崎病心臓後遺症の一部、危険を伴わない不整脈（完全右脚ブロック、一度房
室ブロック、多発する上室性期外収縮、頻拍発作のないWPW症候群など）

管理不要 定期的なフォローの必要のないもの

事例１ 授業中

小６　女 心室性不整脈 ファロー四徴術後・Ｅ

　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、授業終了後に友達と
ゼッケンを片付け終わった際、友達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を作動させるが、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２ 授業中

中３　男 心筋緻密化障害 左室肥大　Tv6陰性・Ｃ

　特に本生徒から疲労を訴える申し出も無く、他の生徒と一緒にウォーミングアップのため
軽いジョギングを行っていた。開始して約３分後、４周目に入ろうとした時に（約270ｍ）
右側に崩れ落ちるように倒れ、呼吸はしていたものの意識不明の状態に陥った。救急車で病
院に運ばれ、ICU室で治療が続けられたが、翌月死亡した。
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３　突然死の事例

　心疾患があった場合と、なかった場合を区分し、突然死の事例を掲載する。

【心疾患がある場合】



事例３ 学校行事

高３　男 拡張型心筋症 QT延長症候群　　Ｂ

　校内球技大会でバレーボールの試合に出場。その後、他の試合の応援のため運動場に移動
した。メンバーが不足していることから、ゴールキーパーとしてサッカーの試合に出場し、（10
分ハーフ）試合終了後、体育館へ移動中に廊下で突然倒れる。病院に搬送したが、後日死亡
した。

事例４ 特別活動

中１　男 拡張型心筋症 僧帽弁逸脱　Ｂ

　学級活動中、黒板前で発表後自席に戻る。担任は着席を確認後、席替えのくじを作るため
に隣の教室へ移動（１～２分程度）。教室に戻った際、本生徒が倒れているのを発見した。
人工呼吸、心臓マッサージを開始する。救急車が到着し酸素吸入、AED使用により心臓が
動き始める。病院に到着後処置を続けるが死亡した。

事例５ 課外指導

高１　男 心室細動の疑い 肥大型心筋症・Ｄ

　野球部新入生用の練習として、基礎体力練習を行なっていた。短い距離でのサイドステッ
プ、ジャンプ、ダッシュ、筋力トレーニングの後、最後のランニング（3.5km程度）時に、
グラウンドから２km付近の路上で本生徒は呼吸困難となり、その場に倒れた。一緒に走っ
ていた部員が異変に気付き、大声で助けを求め、通りがかった人が救急車の手配をした。別
の部員が野球部顧問に連絡を取り、現場に急行した。顧問が救急車到着までの間、心肺蘇生
を行なった。その後、救急車で病院に搬送され手当てを受けるが、同日死亡が確認された。

事例６ 課外指導

高１　男 急性心不全 WPW症候群　Ｅ

　午前中の夏期講習を受講後、部室の掃除を１時間ほどした。その後、部室の整理用の品物
を購入するため、顧問の先生の許可を得て、部員２名と徒歩で出かけたところ、駅近くの踏
切を渡りきったところ（学校から0.8km）で、急に崩れるように倒れた。一緒にいた生徒が
気道確保し、もう一人が救急車を呼んだ。現場で丁度通りかかった近くの病院の看護師が医
師を呼び、救急車が到着するまで、心臓マッサージ等を実施した。病院に運ばれ、手当てを
受けるが死亡した。
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事例７ 休憩時間中

小６　男 心室細動 両大血管右室起始・Ｃ

　昼休みの15分間、運動場で友達10人と円陣バレーボールをして遊んでいた。ボールが高く
飛んできたとき、ジャンプして打ち返した。ボールが転がったときは20～30ｍを何度も全速
力で走って取りに行った。昼休み終わりチャイムが鳴り、教室に入るため、友達と話をしな
がら歩いていた。廊下を歩いていたところで少しふらついた様子で突然倒れ、同日死亡した。

事例８ 休憩時間中

中１　女 難治性心室細動 心室中隔欠損症・Ｂ

　始業前の特定時間中、母親が送ってきた学校近くの駐車場から、歩いて３階の教室に向か
い、教室の前まできたところで失神し、顎から血を流しうつ伏せに倒れているところを後ろ
から登校してきた生徒に発見される。止血などの応急処置を行い救急車を要請。救急隊によ
るAED除細動、心臓マッサージを受け病院へ搬送。心臓病を患っていたため、治療にも困
難を要し、死亡した。

事例９ 登校中

高２　女 肥大型心筋症 大動脈弁閉鎖不全・Ｄ

　早朝、夏季休暇中のクラブ活動に参加するため、自宅から最寄のバス停に行く途中の階段
を登っているときに、不整脈を起こし、突然うずくまり、階段の下へ転落したものと考えら
れる。

事例10 保育中

保５　男 急性心不全 冠動脈線維筋性過形成症・なし

　当日昼食後、園庭で自由に遊ぶ中、15人くらいの園児で、リレーごっこ（直線に走り前方
にある遊具を触り、引き返すというルール）をしようと２つのチームに分かれた。本児は、
途中からチームの中に加わり、順番を待つ列に並んだが、一度も走らずに自分の番を待って
いた時に、突然仰向けに倒れた。側にいた保育士の呼びかけにも応答はなく、意識、脈拍も
確認できず、失禁状態であったため、保育士が室内に移送した。気道を確保し、人工呼吸を
施行すると共に、救急車を要請した。医療機関へ搬送され、医師による治療を受けるも、約
１時間30分後、死亡が確認される。

－11－ －12－



事例番号 発生時

学年・性別 死亡診断書上病名

事例11 授業中

高３　男 急性心不全

　体育の授業でサッカーの試合中、キックオフで蹴られたボールを追いかけ身体の向きを変
えた際、その場にしゃがみこむように倒れ意識不明となった。直ちに担架で保健室へ運び、
救急車を要請した。呼吸、脈拍が確認できなくなったため、心肺蘇生を行うとともに、AED
の指示に従い救急車到着まで心肺蘇生を続けた。救急車到着後、救急隊員による心肺蘇生、
AEDによる電気ショックが行われた。病院に搬送され治療が行われたが、同日死亡した。

事例12 学校行事

中３　男 急性心不全

　学校行事でサッカーの試合中、ボールを胸で受け止め、その後、ボールを追いかけて相手
チームの生徒とヘディングで競り合った際、ふらつくようにその場に倒れ込んだ。救急車で
搬送後、集中治療室で治療を受けるが、後日死亡した。

事例13 課外指導

高２　男 心筋炎

　陸上部の練習においてウォーミングアップ終了後、14kmのジョグ走を走り終え、個人で
体操をして200ｍの流しを走り出して15ｍくらいのところで倒れた。顧問がすぐに心肺蘇生
を開始し、その後保健室よりAEDを持って現場に駆けすぐに救急車を呼んだ。心肺停止の
状態で病院に搬送され、蘇生を試みるが、同日死亡した。

－13－ －14－

【心疾患がない場合】



事例14 課外指導

高２　男 心室細動

　テニスの部活動中、フットワーク練習をしていて、コート周りを走って戻る途中、うずく
まって倒れ、けいれんを起こし、心肺停止となった。心肺蘇生法・救急搬送を行ったが、病
院で死亡した。

事例15 休憩時間中

小５　男 心室細動

　昼休みに本児童は友達と鬼ごっこをしていた。チャイムが鳴ったので、教室に戻ろうと歩
いていたが、プール前のサッカーゴールと鉄棒の間でうずくまってしまった。近くにいた児
童が見つけ、保健室に連れて行こうとしたが、昇降口付近に来たとき嘔吐したため、養護教
諭を呼びに行き保健室に運んだ。救急車を要請し、病院に運ばれたが、同日死亡した。

事例16 休憩時間中

小３　女 心室性不整脈

　４校時目の体育の時間にウォーミングアップとしてグランド150メートル程度、直線の折
り返しリレー（15メートル）を３回走る。整理運動後、昇降口で一度倒れ、すぐに起き上が
ったが再度前のめりに倒れる。担任が声を掛けたが、目が半開きの状態で失禁も見られ心肺
停止を確認する。救急車を要請し、救急車と病院でＡＥＤを使用後心臓は動きだしたが、意
識は戻らず後日死亡した。

事例17 休憩時間中

中３　男 心室頻拍症・急性循環不全

　昼食時休憩時間中、体育館で、同級生６人とボールを使って、鬼ごっこをしていた。本生
徒は、体育館フロア及び２階ギャラリーを通路にして、ステージを登ったり、降りたりして
逃げていた。一緒に逃げていた友人によると、本生徒は息苦しそうな息づかいをしていた様
子。昼休みが終了し、体育館の清掃時、点呼したところ、本生徒がいないことに気づき探し
たら、ギャラリーで倒れているのが発見された。意識、呼吸なく、脈もふれなかったので、
心肺蘇生、人工呼吸をし、到着した救急隊員が、AEDを行うが回復せず、翌日死亡した。

－13－ －14－



事例18 休憩時間中

高専４　男 致死性不整脈

　体育祭の為の合同練習に参加し、その後友人と談笑や体育祭の連絡調整等を行った。友人
と帰宅準備の為、学科棟に戻ったが本生徒が来ないので、友人が経路を戻ったところ研究棟
ピロティ付近に仰向けに倒れているところを発見した。心肺蘇生法をし、救急車を要請した
が、病院で死亡した。

事例19 保育中

幼３歳　女 不詳

　園外保育で近くにある神社に出かけた。階段の途中、本児が疲れたと言って立ち止まった
が、「友達と遊びたいから上まで行く。」と言い、保育者と手を繋いで自力で階段を登った。
目的地到着後、座るとそのまま倒れてしまい、抱きかかえると初めは抵抗を示すも顔色が悪
く痙攣し始めたので、すぐに園に戻った。園到着後、直ちに保護者に連絡するとともに、本
児を布団に寝かせ安静にした。しばらくすると痙攣が治まり落ち着いた状態になった。母親
到着後、容体が急変した為、救急車を要請した。病院に運ばれたが、同日死亡した。

事例20 保育中

保０歳　男 乳幼児突然死症候群

　保育室で睡眠中に呼吸がなくなり、救急車で病院に搬送され、治療を受けたが死亡した。

－15－ －16－



Ⅱ−４図表１．学校管理下死亡事例の報告件数

－15－ －16－

４　心臓系突然死の実態

　学校の管理下における突然死の詳細について平成18年から３年間のデータをまとめた。平

成元年から平成10年までの間に２回に分けて行った調査結果と比較して、発生学年の分布、

死亡原因、原因と運動との関係、心臓検診資料の管理区分と死亡時の運動強度との関係、更

にAEDの使用状況について述べる。

（１）　事例発生数

　学校の管理下の死亡事例発生数は、Ⅱ－４図表１に示すように、死亡総数は25年前（1983

年）には年間300件あったが、最近では70件台に減少しており、毎年その５～６割が、突

然死とされる状況で死亡している。他に、頭部外傷、熱中症、窒息など外因死が存在し、

溺水は心疾患が関与している可能性があるが、この統計では別としている。

　さらに、今回平成18年から平成20年の３年間については、突然死の報告内容を見直した

結果、順に29例、26例、27例の計82例が心臓系突然死と考えられ、それらについて分析した。

（２）　学年

　Ⅱ－４図表２右のグラフに示すように、３年間で、小学校で、５年生までは各学年に１

例と少なく、６年生だけ５例と多かった。Ⅱ－４図表２右のグラフが示すように、中学か

ら増え始め、高校１年生にピークがある。これについては、高校入学後の運動強度が急に

上がる可能性が指摘されていたが、今回の３年間データでは、中学２年から増加し、高校

２年でピークが見られた。全体で男子生徒が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。

　各学校の１年生における注意が行き届いて来た可能性がうかがわれ、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た。



Ⅱ−４図表２．心臓系突然死の学年別発生数

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

Ⅱ−４図表３．心臓系突然死の発生時間帯

－17－ －18－

（３）　発生時間帯

　Ⅱ－４図表３に示すように、以前（昭和63年～平成12年）の調査では、発生時間は保育

園を除いていずれの学校種でも10～12時の発生が多かった（Ⅱ－４図表３左）が、今回の

調査では幼稚園・保育所、小学校、中学校では12～14時が多く、高等学校等では８～10時

と16～18時の２つのピークが見られた（Ⅱ－４図表３右）。以前の結果から、午前中の健

康管理に注意するよう指摘されていた事が反映されている可能性がある。一方で、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。



Ⅱ−４図表４．原因疾患の分類

－17－ －18－

（４）　原因疾患

　心臓系突然死の原因疾患の診断としては、各事例の報告書や、発症後の緊急精査、剖検

によって、冠動脈奇形、心筋炎、大動脈解離など、突然死しうる疾患が診断された場合は、

それを原因とした。報告書から軽度の心電図異常のみ指摘されていた例は一つの群とした。

原因が剖検を行っていても不明なもので、年齢が２歳以下で睡眠中に起こった例はSIDS

（乳幼児突然死症候群）とし、他に多数の原因不明例があった。

　その結果、各例の原因を、先天性心疾患の未手術例および術後例、後天性疾患、心筋症、

不整脈、心電図異常のみ、原因不明の群に分類し、以前の調査からの推移をⅡ－４図表４

に示した。平成12年以前は、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年からの３年間では、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。

　Ⅱ－４表１に各群の内訳を示す。先天性心疾患では単心室、ファロー四徴、大血管転位

症などで、ペースメーカー装着者が３例あった。後天性疾患は、以前は川崎病後遺症、原

発性肺高血圧による者が見られたが今回はなく、大動脈解離が５例見られた。他に心筋炎

と心臓震盪の報告があった。心筋症は現在も突然死の原因でもっとも多く見られ、比率で

はやや増加しており、殆どが肥大型心筋症であった。

　不整脈で診断がついていた者は、WPWとQT延長症候群で、心房細動とPSVTの既往者

が報告されたが、発症時の心電図が何であったかは不明である。

　心電図異常を指摘されていた者は、内容としては不完全右脚ブロックとPR短縮、精査

済みのST低下で、原因との関係は不明である。

　全く原因の不明な例は82例中36例（44％）で、SIDS（乳幼児突然死症候群）に相当す



Ⅱ−４図表５．原因別の学校種

Ⅱ−４表１．学校管理下突然死の原因疾患（平成18年度〜平成20年度）

－19－ －20－

る者は７例あった。

　生前に原因不明で剖検で初めて疾患が判った者としては、Bland-White-Garland症候群

が１例、冠動脈の起始部狭窄が１例、HCM（肥大型心筋症）と冠動脈の低形成の合併が

１例であった。全体の剖検率は約30％で、原因不明例での剖検率は36例中21例で58.3％で

あった。司法解剖に回った５例については、結果は報告されていない。

（５）　学校種・運動との関係

　Ⅱ－４図表５に示すように、先天性心疾患群の突然死は、半数以上が小学生に発生して

いたが、ほかの原因群では、SIDS（乳幼児突然死症候群）以外は多くは中学以上で発生

していた。

　Ⅱ－４図表６に示すように、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。後天性疾患の中には大動脈解離が多く、運動中に発症する比率

が高かった。心筋症も運動なしでの発生がやや多く見られた。



Ⅱ−４図表６．運動との関係

Ⅱ−４表２．事例発生時の運動強度と管理区分

－19－ －20－

（６）　学校生活管理指導区分との関係

　管理指導票の管理区分A～Eあるいは管理不要という基準ごとに、各例がどの程度の運

動強度で死亡したかをⅡ－４表２に示した。運動強度の目安として、１は睡眠中か臥床の

み、２は座位または立位のみ、３は歩行以上、４は走る運動中あるいは競争的運動後、５

は競争的運動中とした。

　B、C区分に強度４の運動をして死亡した例があり、逆にE区分の例で強度３（歩行）レ

ベルで死亡した例があった。前者は、過剰な運動負荷、後者では管理区分が軽すぎた可能

性を示唆するが、運動強度が強いほど例数は多かった。

（７）　AEDの使用状況

　事例発生後、AED使用報告例は、Ⅱ－４図表７に示すように、各年で17例、13例、16

例であり、使用対象は９歳以上とされていたことから８歳以下の症例を除くと、使用率は

順に59％、62％、80％と増加していた。また、右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。教職員自らがAEDを使用



Ⅱ−４図表７．AEDの使用状況
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（８）　まとめ

　学校の管理下における突然死は、20年前に比べると４分の１程度に減少した。少子化に

よる学校生徒数の減少という要因はあるが、それ以上の速度で心臓系突然死は減少してき

ていると思われた。原因疾患としては、先天性心疾患、川崎病後遺症によるものが減った

一方、現在でも心筋症がもっとも多い原因であり、今回の調査では大動脈解離も目立った。

また、新しい疾患単位として心臓震盪が認知されてきている。

　AEDの早期使用は第一発見者の使用によって改善が期待できると思われた。
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した例は、順に23.5％、23.1％、56.3％と2008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2008年には10分を切っている。

今後更に短時間のうちにAEDが使用されて救命される例が増加することが期待される。



Ⅱ−５図表１　年度別　脳動静脈破裂による突然死の状況（平成11〜20年）

平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 計

明記 2 2 3 3 2 2 1 0 3 2 20

推定 5 6 3 4 2 3 2 3 3 1 32

計 7 8 6 7 4 5 3 3 6 3 52

（件）

－21－ －22－

５　突然死の原因としての中枢神経系疾患

　学校の管理下で発生した突然死の原因として最も多いのは心臓死であるが、次に多く、第

２位を占めるのが中枢神経系の頭蓋内出血である。その中で最も多いものが、脳動静脈奇形

（P82「脳動静脈奇形」参照）の破裂によるものである。

　センターへの死因報告において脳動静脈奇形と明記されているもの（Ⅱ－５図表１、20例）

は当然これに含まれるが、単に、「クモ膜下出血」と記述されているものであっても、20歳

以下の年齢においては、大人の場合のように動脈瘤の破裂によるものはほとんどなく、大部

分が脳動静脈奇形によるといわれていることから、これら（Ⅱ－５図表１、推定32例）を合

わせると、脳動静脈奇形の破裂によるものが52例（平成11年～20年）に達している。



Ⅱ−５図表２　学年別（年齢）脳動静脈破裂による突然死の状況（平成11年〜20年）

Ⅱ−５図表３　男女別脳動静脈破裂による突然死の状況（平成11年〜20年）

幼・保 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

男 1 1 5 2 2 0 1 4 2 3 8 2 0 31

女 0 1 0 0 1 4 0 3 2 1 3 4 2 21

計 1 2 5 2 3 4 1 7 4 4 11 6 2 52

計

男 31

女 21

計 52

（件）

－23－ －24－

　この52例について学校種別、学年別にみると、Ⅱ－５図表２のように、中学校から高等学

校の年齢に多発していることがうかがえる。なお、心臓系突然死では、男女別の発生割合に

差がみられたが、中枢神経系の突然死に関しては、Ⅱ－５図表３のとおり、大きな男女差は

みられない。



Ⅱ−５図表４　初期症状別脳動静脈破裂による突然死の状況（平成11年〜20年）

頭痛 嘔吐
気分が
悪　い

突然の
昏　睡

吐き気
てん
かん

体調
不良

口か
ら泡

悪寒
もう
ろう

視力
障害

一　側
感覚失

起立
不能

その他 計

症状 11 9 8 4 6 3 2 2 1 5 1 0 5 6 63
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　発生時の症状をみると、Ⅱ－５図表４のように、頭痛、それも猛烈な突然の頭痛を訴える

ものが断然に多く、それに次いで、嘔吐・吐き気、気分が悪い、突然の昏睡等が多くみられ

る。てんかん発作で始まるものも無視できない。このような子ども年齢の死亡原因として重

大な脳動静脈奇形は、もともと先天性のものであるから、破裂する前に早期に発見すること

が必要である。

（１）　早期発見の手がかりと予防

　日常の学校生活の中で、次のようなことがあった場合、脳動静脈奇形の軽症者が含まれ

ている可能性がある。

　疑わしい場合は、医療機関で必要な精密検査（MR・CT検査等）を受けることを勧める。

ア　てんかん様の発作を示す。

　　特に、「焦点性てんかん」といって、身体の一部からけいれんが始まり、次第に全身に

及ぶというものは、脳動静脈奇形によることがある。

イ　一過性の片麻痺や感覚異常を訴えたことがある。

ウ　頻回頭痛を訴える。

エ　脳動脈瘤・クモ膜下出血の遺伝が考えられる。

（２）　事故時の対応

　直ちに救急車を呼び、脳外科病院に搬送する。救急車が到着するまでは横臥させ、回復

体位をとらせる。破裂側の多くは、瞳孔散大があるため確認する。
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Ⅲ　突然死予防のための管理・指導

　子ども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らない。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る。

　突然死の予防はもちろん、子どもが健康で伸び伸びと過ごすためには、健康診断をはじめと

する健康管理を適切に行い、教職員がそれぞれの役割に応じた対応が求められる。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適切な指導と一層の健康教育の充実を推進する必要がある。

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、健康相談）

ア　健康診断

　学校生活を健康で充実したものにするため、疾病異常の有無の発見及び健康の保持増進

を目的に、学校において健康診断を実施している。

　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る。

　定期健康診断は、毎学年定期的に、すべての子どもに実施されるものである。

　まず、健康診断事前調査の保健調査によって既往症や日常の自覚症状を調査し、総合判

定の資料とし、次いで学校医による問診・聴診・視診・触診や胸部エックス写真撮影等を

行う。

　学校の管理下における心疾患の早期発見及び突然死予防のために、定期健康診断におけ

る検査項目のひとつとして心臓検診があり、その心臓検診の中で、心電図検査が平成７年

から義務化された。

　子どもの中には、心疾患を有する者が少なからずおり、生まれながらのもの（先天性）

と生まれた後から（後天性）の心疾患がある。これらの子どもが、健康で安全な生活を送

るために、心臓検診が実施されている。心疾患についての検査は、心音図検査、心電図検

査等、いくつかの検査を組み合わせて、疾病やその疑いのある子どもの発見に努めている

（Ⅲ－１図１参照）。

　臨時健康診断は、学校保健安全法第13条第２項「学校においては、必要があるときは、

臨時に児童生徒等の健康診断を行うものとする」という規程があり、必要な項目の検査を

実施する。修学旅行、運動会、持久走大会等の前に臨時健康診断を実施して、子どもの健

康と安全を守るようにする。

　学校における健康診断は、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資するため、健康

管理を行うことはもとより、学校教育の中で生かすことが大切である。そのためには、単

なる検査に留めることなく、その結果、問題が発見された場合、子ども本人への適切な説

明とともにプライバシーに配慮しながら、精密検査や治療の勧告等の対応が必要である。



Ⅲ−１図１　子どもの心臓検査方法例

一次検診

（学校）

二次・三次検診
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○学級担任、養護教諭に

　よる日常の健康観察

○専門医による診察

○心電図、心音図検査等

○その他の精密検査
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また、主治医や学校医、その他の医療機関と連携しながら、学校生活について、学校生活

管理指導表等に基づいた指導や教育的配慮を行うなど、学校教育活動全体に生かすことが

重要である。さらに、心疾患や心疾患の疑いなどが認められた場合には、健康診断の結果

を有効に活用し、突然死の予防を図らなければならない。

　学校の設置者（国・都道府県・市町村等）は、各地域の実態に応じて、心臓病判定委員

会などを設置し、心臓検診システム等を工夫し実施している。

イ　心臓検診（定期健康診断）実施の流れ

　心臓検診は、学校で行う一次検診と、専門検診機関で行う二次検診及び三次検診等の精

密検診がある（Ⅲ－１図１参照）。これらの検診結果を基に、学校においては、教職員全

体の共通理解を図るとともに、管理の必要な子どもについて、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う。

　心臓検診（定期健康診断）は、校内の保健部等で原案を作成し、教職員全体で取り組む

ことが望ましい。



段階１：情報収集・原案検討

情報収集、実施計画の検討、原案作成

前年度の反省や改善事項などの確認

学校保健安全計画に基づく企画・立案

保健部などで原案を作成（保健主事、養護教諭を中心）

原案を職員会議で検討し、決定

段階２：実施計画の修正、検討及び決定

原案検討、実施計画の決定及び周知徹底

実施計画の確認及び周知

検査会場、責任者への依頼

関係調査票の配布日、回収日、検査日時の周知

段階５：検査・検診の実施

打合せ、検診器具、会場等の確認

心臓検診（打聴診、心電図一次検診）

実施状況の把握

学校医の検診結果の記録

段階３：健康状態の把握

事前準備、保健調査実施、日常の健康観察の分析

①　保健調査の内容及び項目の確認
　　毎年度実施し、健康状態を把握する。
②　心臓病検査表の内容及び項目の確認並びに実施
　　個人のプライバシーに配慮し、身上調査にならないようにする。
日常の健康観察は、学校生活の場で行うものと家庭生活の場で行うものがある。

段階４：事前指導

子ども及び保護者への事前指導

健康診断は教育的な側面があり、健康教育の一環としてその意義や目的、保健情報を含めた

事前指導の実施

①　心臓検診（打聴診、心電図一次検診）の意義と目的、実施計画
②　検診の実施対象者の確認
③　検診の受け方
④　係の子どもの指導
⑤　心疾患関係の情報
⑥　未受診の場合の指導
健康診断における心臓検診の理解及び協力体制

①　健康診断の趣旨及び実施計画について理解と協力を得る。
②　受診対象者が受診できない場合の対応や措置について連絡する。
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心臓検診（定期健康診断）実施の流れ



段階６：事後の措置

結果の通知、未受診者の措置、公簿等の整理

要精密検査者への通知

※　学年主任、学級（HR）担任、担当教師等への連絡、説明等

専門医による診察

※　学級（HR）活動や指導時の注意（結果が出るまで）

学校生活管理指導表による指導区分の決定（P・92「学校生活管理指導表」参照）

未受診者の確認及びその他の検診等による結果の把握

教育的配慮や生活面における管理指導及び助言

次回検診日等の把握及び通知等の発送

健康診断票への記録

疾病者一覧表の作成

学校生活管理指導表の確認及び保管

結果についての教職員の共通理解

段階７：評価

心臓検診の実施の流れに即した評価、子どもの健康への関心及び意欲等の評価

実施段階ごとの評価

①　情報収集・原案検討について
②　実施計画の修正、検討及び決定について
③　健康状態の把握について
④　事前指導について
⑤　検査・検診の実施について
⑥　事後の措置について
子どもの健康への関心及び意欲等その他の評価

①　自己の発育及び発達について関心がもてたか。
②…　自己の心疾患について把握し、適切な管理に努めることができたか。学校生活管理指導
表について理解が深まり、運動時や日常生活に生かせたか。
③　健康な生活への意欲が高まったか。
④　健康診断の必要性が理解でき、積極的に正しい健康診断が受けられたか。

次年度の計画・立案
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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

授業時 学級（HR）担任、担当教師

授業の取組の様子等

休憩時 子ども、全教職員

子どもの活動状況などを中心に観察

朝会、集会、行事 全教職員

全体の状態を把握（咳き込む、貧血、倒れる、うずくまる等）

給食・昼食時 学級（HR）担任

食事の摂取量及び様子等の観察
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ウ　健康観察

　すべての子ども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ある。

　健康観察は、学校という集団における伝染病や食中毒等の早期発見及び予防、潜在性疾

患の発見にも役立ち、教育的側面からも、子どもが自己の観察を通して、健康に対する正

しい知識の習得、望ましい生活習慣の習得にもつながる。

　近年、健康上の問題は、日常生活やライフスタイルに起因するものが多くなり、子ども

の健康状態を健康診断だけで把握することは難しい。そのため、学校における健康観察は

もちろん、家庭における健康観察の重要性も高くなっている。

　学校における健康観察は、特に、学級（HR）担任による朝の観察が、心身ともに健康

な一日の出発点として大切な役目を果たす。また、各教育の場面に応じた観察のポイント

を押さえ、子どもの健康状態を把握することが重要である。

　健康観察は、学校における観察、家庭からの連絡、子どもの訴えや様子から総合的に判

断し継続的に記録する。医療機関等に搬送する場合等、観察の結果を活用する。

　特に、心疾患や心疾患の疑いがあるなどの子どもに対する健康観察は、一定の方針に基

づいて詳しく見極めることである。具体的には、外見からの視診と本人の自覚症状の聞き

取りにより、突然死などの予防を図ることである。

　また、子どもの病態や健康状態は、日々異なり、一日の間でも変化するため、綿密な健

康観察を行い、健康状態を把握して、常に的確な対応がなされなければならない。

（ア）　一日の学校生活の流れにおける健康観察

◎　いつ、どこで、誰が、どのように



校外学習等 引率教職員

全体の状況の把握

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

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、全体の様子等）
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健康管理チェックポイント
疑われる疾患

心不全 チアノーゼ・低酸素 不整脈 脳血管障害

全
体
的
な
様
子

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 ○ ○ ○

症
　
状

頭痛がある ○ ○

胸痛がある ○

腹痛がある ○

表
　
情

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 ○ ○ ○

呼
　
吸

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 ○ ○

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

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

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
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（イ）健康観察チェックポイント

症　状
○頭痛がある
○胸痛がある
○腹痛がある

全体的な様子
○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

表　情
○顔色が白い
○静脈が浮いて見える
○まぶたが腫れている
（二重まぶたが一重になっている）
○白目の充血が強い
○唇の色が悪い

呼　吸
○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



○　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、急激な変化がある場合の対応はどのようになっているか。

□　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、管理を要する等の子どもの行事への参加を、

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、管理を要する子どもについては、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子どもは、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

□　指導計画は子ども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。

□　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子どもの健康状態の把握をしているか。

□　見学や軽減になった子どもの対応についても、確認しているか。

□　保護者からの連絡を把握しているか。
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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

　健康安全・体育的行事の中で、特に、突然死予防に配慮すべき体育的な行事として、運

動会、マラソン大会などの行事がある。

　体育的行事には、激しい運動や身体活動を伴うことが多く、内容等を計画する際、また、

実施する場合には、日常の健康管理に加えて、内容等に合った健康管理が必要であり、教

職員全員で共通理解を図り、適切な管理・運営が望まれる。

　体育的行事を実施する場合の留意するポイントは以下のとおりである。

事前のチェック

当日のチェック



□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。

□行事に欠席した子どもを把握しているか。
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事後のチェック

オ　健康相談等

　定期健康診断の結果、健康に異常があると思われる子どもに対しては、健康診断や日常

の健康観察の結果、心疾患や心疾患の疑いがある者や、継続的観察の必要な者、病気欠席

しがちな者、学校行事の参加について配慮が必要な者等には、健康相談等を有効にかつ適

切に行う必要がある。学校においては、保健室の機能を生かしつつ、養護教諭を中心に教

職員が全校的な体制の下、こうした活動を推進しなければならない。また、校内の連携は

もちろん、関係機関の協力も重要となってくる。

　平成21年４月に改正された学校保健安全法には以下のとおりとなっている。

≪学校保健安全法第８条≫学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を

行うものとする。

≪学校保健安全法第９条≫養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童

生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の

問題があると認められるときは、遅延なく、該当児童生徒等に対して必要な指導を行う

とともに、必要に応じ、その保護者に対して必要な助言を行うものとする。

（２）　学校生活管理指導表及び心臓手帳の活用

　定期健康診断における心臓検診によって、心疾患の発見された子ども及び心疾患の疑い

のある子どもについては、疾患や状況に応じて、学校における生活管理が必要となり、学

校生活管理指導表の活用が必要である。

　学校生活管理指導表の指導区分は、教育活動の参加、特に

体育・保健体育科の授業、総合的な学習の時間、特別活動（学

級（HR）活動、学校行事等）、部活動への参加に対して、運

動強度によって区分したものである。運動強度は、「同年齢

の平均的児童生徒にとって」その取組がどの分類に属するか

によって区分されている。

　この指導区分を基に、可能な運動や教育活動を学校、家庭

において共通理解を図り、個々の子どもの管理及び指導に当

たることが大切である（P92「学校生活管理指導表」参照）。

　また、心臓手帳は、心臓病をもつ子どもの病状の記録と、

学校、家庭及び医療機関が疾患について共通理解を図るため



Ⅲ−１図２　学校、家庭及び関係機関との連携イメージ
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のものである。

　心臓手帳は、病状、指導区分及び病気の経過等が記載されており、学校、家庭、医療機

関の関係を密にする手段として、有効に活用し管理指導に役立てることが重要である。ま

た、この手帳には、健康に関する貴重な情報が記載されており、プライバシーの保護から

も、管理には十分に注意を払わなければならない。心臓手帳から必要部分の写しをとり、

学校生活管理指導表とともに常に保健室で保管をするなど工夫をし健康手帳に転記するな

ど、有効に活用する。

（３）　学校、家庭及び関係機関との連携の在り方

　子どもの健康の保持・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ある。

　学校においては、学級（HR）担任、養護教諭、スクールカウンセラー等はお互いに連

携し、情報の共有と共通理解を図ることが大切である。

　子どもの健康に関する基礎的・基本的なしつけや態度、習慣の形成は、家庭における保

護者の養育態度によるところが大きいため、家庭との密接な連携を図ることが不可欠であ

る。また、地域の教育資源である地域の保健所など関係機関・団体に働き掛け、連携を密

接にすることは、健康教育の推進・充実にとって重要である。このように子どもの健康の

保持・増進を図るためには、学校、家庭、地域社会の連携が重要となる。

　以上の点から、心疾患や心疾患の疑いのある子どもなどにとっても、学校、家庭、地域

社会の連携を図ることは、健康の保持・増進を図るために、不可欠なことであるといえる。
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Ⅲ−１図３　子どもの進学、転出に伴う管理について
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（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

　子ども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ある。

　小学校入学時に設置者が実施する就学時健康診断においては、事前保健調査票などを基

に、既往歴及び配慮事項等についての情報を学校において十分に確保し、把握しなければ

ならない。健康診断の結果について、実施者は家庭に必ず通知し、発見された健康上の問

題点や、精密検査、治療が必要な者、特に、突然死と関連の深い心疾患や心疾患の疑いが

ある幼児などについては、就学前に医療機関への受診を勧め、入学に備えることが望まし

い。突然死を予防するためにも、幼稚園、保育所における日常の様子や配慮事項等につい

ては、校種間で情報の共有化を図る等の連携が重要である。

　小学校から中学校、そして高等学校と進学する際にも、子どもの健康状態の引継ぎは重

要である。特に、心疾患や心疾患の疑いのある子どもなど、学校生活管理指導表等が必要

になる場合は、引き継ぎの重要性が増す。

　しかし、教職員への情報の周知とともに、子ども本人のプライバシーの保護については

配慮が必要である。

　また、書類等を校種間で送付するだけではなく、必要に応じて、家庭、主治医と連携し、

子どもの健康状態について進学先の学校と話し合いの場をもつなどの対応が望まれる。
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２　突然死予防のための指導

（１）　指導に当たっての心得

ア　子どもの健康状態の把握

（ア）　校内の連携

　子どもの健康状態について把握し、情報を共有することは、各教育活動の場面で非常に

重要である。そのためには、職員会議等を開催し、健康診断、心臓検診などの結果や学校

（校種）間の引継ぎで得た情報を基に、学級（HR）担任、担当教師、養護教諭等を含め、

教職員全体が情報の共有化を図る必要がある。特に、心疾患や心疾患の疑いのある子ども

など、学校生活管理指導表が提出され、生活上の管理及び指導が必要な子どもについては、

指導区分や配慮事項を確認し、教育活動に配慮しなければならない。

（イ）　家庭、主治医、学校医等関係機関との連携

　突然死の予防のため、日頃の健康管理の情報を基に、教育活動において適切な指導や配

慮を行うが、必要に応じて、家庭、主治医、学校医等関係機関と子どもの健康状態につい

て情報交換を行い、連携を図ることが必要である。

イ　日常の学校生活と各教育場面における配慮

　突然死の予防には、学校や家庭での日々の健康観察によって、体調の悪いことが確認さ

れたときは、無理をしないようにさせる。特に、体育授業、体育的行事や身体活動を伴う

教育活動では、子どもの様子を学級（HR）担任、担当教師等がきめこまやかに把握し、

指導に当たらなければならない。また、心疾患や心疾患の疑いなどがあり、生活上、管理

指導が必要な子どもには、指導区分を遵守し、運動強度を超えないよう注意を払う。子ど

もの様子に異常がみられる場合は、活動を中止させたり、体調の変化について、日頃から

すぐに申し出るよう、指導を行う。場合によっては、主治医の診察等を受けさせる。

ウ　健康教育の充実

　健康教育の目的は、生涯を通じて健康・安全で幸福な生活を送るための基礎を培うこと

である。そして、各学校種や発達段階に応じて、積極的に指導に当たり、健康教育の充実

を図っていかなければならない。

　学校における健康・安全に関する指導は、教育活動全体を通じて適切に行う。体育・保

健体育科では、心と体を一体としてとらえ、体を動かすことの楽しさや心地よさを味わい、

自分や仲間の体や心の状態に気付き、調子を整えることできるようにする。

　特別活動では、心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成に関する指導や学校行事

の実施、道徳では、道徳的心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うことをねら

いとして、望ましい生活習慣を身に付け、心身の健康の増進を図るなどの指導を行うこと

になっている。

　また、学校、子どもの実態等に応じて、総合的な学習の時間において、「健康・安全」
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等をテーマに学習を進めていくことも可能である。

　このように、学校教育活動全体を通して、健康教育の充実を図り、突然死予防のための

指導を展開する必要がある。

（ア）　子どもに対する指導

　健康教育を基に、子どもの自他の健康状態について、知り合うことの大切さを理解させ

る。自他を思いやり、急な体調の変化に対しても、対応できるようにする。

　また、心疾患や心疾患の疑いのある子どもなど、生活上管理の必要な子どもへの対応や

病態を理解できるようにするとともに、プライバシーの保護の重要性についても、併せて

指導を行う。

（イ）　応急手当の学習

　体育・保健体育科の授業において、小学校では簡単なけがの手当の方法を、中学校及び

高等学校では心肺蘇生法等を指導することが学習指導要領に示されている。また、特別活

動や課外指導でも応急手当による指導が行われている。学校教育の中で、このような応急

手当の正しい手順や方法について理解することは、健康教育の観点に加え、普及の観点か

らも非常に重要であることを認識し、指導に当たる。

エ　校内における緊急時体制の確立

　万が一、突然死に至る可能性のある事故やその他の災害が発生した場合に備え、緊急時

の対応について、校内の体制を確立しなければならない。具体的には、Ⅴ緊急時の対応

（P63）に記述されているが、日頃から校内の連絡体制、救急体制の研修会等を行い、突

然死に至る可能性のある事故や災害が発生した場合に、被害を最小限に留めるよう努めな

ければならない。

オ　研修会の開催

　研修会では、突然死の予防全般に関することや心肺蘇生法の実技習得について、企画・

実施することが望まれる。突然死の予防に関する研修としては、学校の管理下における突

然死の発生の現状、予防のための管理及び指導、心疾患の病態についての理解、心肺蘇生

法実技講習等が考えられる。研修計画を立てる際に、消防署や学校医等の関係機関に協力

を要請するなどの工夫も考慮する。

（２）　実際の指導に当たって

　学校における各教育活動の場面において、具体的にどのような点に留意して指導に当た

ればよいかを場合別に示す。

ア　体育・保健体育科授業時における指導

　体育・保健体育科の授業は、運動を主な内容としていることから、その担当者には、突

然死予防のための的確な管理・指導が求められる。以下にその留意事項を示す。

①　年度当初における指導
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　年度当初における体育・保健体育科の授業を実施するに当たっては、前年度までの健康

調査票や学校生活管理指導表により、学級担任、保健体育科教諭、養護教諭と話し合いを

もち、配慮事項を確認する。その上で、注意を要する子どもには、それぞれの健康管理に

ついて話し合い、十分に指導しておくことが大切である。

○　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

　心疾患や心疾患の疑いがあるなど、運動に制限がある子どもの授業の参加については、

一人一人の管理・指導すべき事項を踏まえたうえで、心身の発達段階を考慮した役割をも

たせる。例えば、記録係、作戦係、審判等、該当する子どもの興味、関心を生かして授業

に参加できるようにする。また、周囲の子どもには、運動制限のもつ意味について理解さ

せる働きかけをするとともに、自然な形で配慮する雰囲気づくりをすることなども重要で

ある。

　さらには、子ども一人一人に自分の体への気付きを促すとともに、友達の体調にも気配

りできるよう指導する。自分の健康状態について、気軽に相談できる関係づくりも大切で

ある。

②　運動時における指導

○　健康観察

　顔色や全体的な様子を、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、中学生、高校生の段階では、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。特に、心疾患や心疾患の疑いがある子どもなどに対しては、健康観察のチェックポ

イントを参考に、心疾患と関連のある項目について、重点を置いて観察を行う（P31「健

康観察チェックポイント」参照）。

○　準備運動・整理運動

　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。管理を要する子どもの場合には、学校生活管理指導表の内容及び主治医等の指示

などを踏まえて、自分の健康や体力に応じて、無理のない実施可能な運動を行うように

する。

　　また、準備運動や整理運動は、運動の特性に応じて行うようにする。

○　運動強度についての理解

　管理を要する子どもの場合は、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。

　その他の子どもにも、「学校生活管理指導表」というものがあり、その中で、管理を
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要する子どもが、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。

○　個人差についての理解

　発達には、個人差や性差があることを考慮する。授業において、同じ強度となる運動

課題を与えるときには、それぞれの子どもにとって、無理のないよう、また、個人差を

理解して、慎重に実施する。心疾患や心疾患の疑いのあるなどの中学生、高校生には、

脈拍による運動強度の管理ができるように指導する。

○　温熱条件についての配慮

　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。管理・指導を要する者の運動の実施について

は、慎重に判断する。（P83「熱中症の予防と対策」参照）

○　水分補給の指導

　運動時は、熱エネルギーを放出するために、発汗が行われる。その際、水分補給が不

十分だと体調に不調を来たすので、十分に水分を補給する。

○　突然死予防のための指導

　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起こる。そのため

小さな子どものいるところではバットを振ったりキャッチボールをしない、胸でボール

を止める指導はしない、野球や空手など武道では胸にプロテクターを装着させるなどの

予防策を立てる。

○　応急手当の指導等（AEDを含む）

　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。

イ　特別活動における指導

　学級（HR）活動、児童会（生徒会）活動、クラブ活動（小学校のみ）、学校行事での指

導では、運動や身体活動を伴う活動を行う機会が多いため、学級（HR）担任を中心とし

て全教職員が所属学年を中心に健康観察や実際の管理・指導に当たる必要がある。また、

学校行事の中の健康安全・体育的行事における運動会（体育祭）、競技会、スキー教室、

臨海学校、林間学校、登山等は、事前に臨時健康診断や健康相談を実施する。

　いずれの場合にも、保護者の理解、協力を得て実施する（P31～32「健康観察チェック

ポイント」、「健康安全・体育的行事における健康管理のポイント」参照）。
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〈特別活動　マラソン大会（高等学校）における留意点の例〉

　以下は、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。

　昨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、何といっても、安全への対策を優先する必要があ

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場合には、

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、当日の健康観察にも役立

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しておく。

○　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。

ウ　課外指導における指導

（ア）　運動クラブ活動、部活動における指導

①　運動クラブ活動、運動部の活動

○　健康観察

　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る。健康観察においては、外見だけでなく声を掛け合いながら行う

ことが大切である。特に風邪のような症状があった場合は、より注意深く病状を聞き、

現在の体調の観察をする。

　心筋炎等の心臓に関する病気であった場合や、心臓に関して何らかの違和感や不快感

を覚えるようなことがあった場合は、運動の可否について慎重に判断する。必要に応じ

て、保護者や主治医に相談する（P31「健康観察チェックポイント」参照）。
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○　準備運動・整理運動

　準備運動・整理運動を行う時には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徐々に安静状態に戻す。

○　運動強度についての配慮

　運動クラブ活動や運動部の活動における運動強度は、指導者の指導の取組方によるこ

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、実際の運動による活動

場面ごとの運動の内容や質によって判断する必要がある。心疾患や心疾患の疑いがある

など、管理を要する子どもに対する運動強度の基準は、学校生活管理指導表を用いる。

また、呼吸数や脈拍数（心拍数）により子ども自身が自分の運動強度を考え、自己管理

できるよう指導していくことも大切なことである。

○　朝練習への配慮

　管理を要する子ども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。

○　温熱条件への配慮

　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。剣道等防具や

プロテクターを使用する運動においては、休憩時間に熱を逃がす工夫も必要である（P83

「熱中症の予防と対策」参照）。

○　水分の補給の指導

　運動すると、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（P83「熱中

症の予防と対策」参照）。

○　突然死予防のための指導

　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

らかい年少児では、衝撃が心臓に伝わりやすいためと考えられる。

予防策は、小さな子どものいるところではバットを振ったりキャ

ッチボールをしない。胸でボールを止める指導はしない。野球や

空手など武道では胸にプロテクターを装着させる。（Ⅲ－２図１）

などの配慮をする。

○　外部指導者との連携

　学校の教職員だけでは指導者の確保ができず、外部より指導者 Ⅲ−２図１
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を得ている学校が多くなっている。教職員以外の指導者に、子ども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、子ども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。

②　その他部活動における指導

　一般的には、その他の教科での指導に準ずる。しかし、中学校・高等学校においては、

部の特性によっては、文化的部活動といえども運動部同様に配慮を必要とする。また、同

じ名前の部活動でも、活動内容の軽重により、運動強度にかなりの差がみられる。心拍数

（脈拍数）からみた運動強度を用いるなどして、各校での実態把握が是非とも必要になる

（P68「トピックス」参照）。

　運動強度を正しく把握し、学校生活管理指導表に基づいた管理及び指導を行う。

　特に下記のような強い運動に匹敵する文化的部活動もあり、活動には注意を払う。

○　マーチングバンドや吹奏楽（P91「学校生活管理指導表」参照）

○　演劇部における発声練習や体力づくり等の活動

○　合唱部における発声練習や体力づくり等の活動

エ　休憩時間における指導

　休憩時間は、積極的に遊んだり、休息や次時の学習の準備や移動に充てられている。昼

休みのまとまった時間は、子どもが伸び伸びと自由に過ごすことができる時間である。し

かし、気持ちが開放されるとき、管理・指導の必要な子どもが運動制限を越えた遊びや活

動を行うことが予想されるため、子どもの遊びや活動の状況について把握し、運動を制限

したり、安全面において、特に配慮したりするなどの対応も必要となってくる。

オ　登下校時における指導

　学校だよりや学校のホームページ、また学校評議員会等を通じて、地域社会と連携して、

日頃から子どもを見守り育てることを要請していくようにする。「子ども110番」のような

駆け込み避難ができるような協力家庭を増やしていくなどの基盤づくりを推進することに

より、子どもに異変があったとき、連絡・協力を依頼できる状況を整えておくことも大切

である。

　心臓病等で健康面に不安を抱える子どもには、心臓手帳、健康手帳、生徒手帳等に病気

のことが分かるよう明記し、携帯させておくことも必要である。

（３）　生活上管理を要する子どもへの指導に当たって

　学級（HR）担任や担当教師が、学校生活管理指導表の内容を十分に把握した上で、指

導助言を行う必要がある。子どもによっては「病態についての理解が十分でない」「遊び

や運動について、楽しそうだったり友達から誘われたりするとついやってしまう」などの



－43－ －44－

危険性があるので、心身の発達段階にある子どもの気持ちに十分配慮した指導が求められ

る。そこで、次のようなことが重要になってくる。

○　学級（HR）担任・担当教師が、綿密に学習や遊びの様子を確認しながら健康観察

　体育・保健体育科授業時はもちろん、休憩時間の遊びについても、学級（HR）担任や

担当教師はその様子を把握し、運動制限を越えることのないよう指導していく。特に休憩

時間については、気持ちが開放されて、つい運動制限を越えてしまうことが予想されるた

め、遊ぶ友達にも指導をしておく配慮が大切である。

○　学校と家庭の密接な連携

　子どもの病態によっては、連絡帳や心臓手帳などを用いて、毎日のように家庭との連携

をとり合う必要がある。また、体育学習における運動の内容・強度や体育的・宿泊的行事

については、具体的な内容などを事前に知らせ、参加の可否を確認しておく必要がある。

（４）　生活上管理を要する子どもへの指導例

ア　小学校

（ア）　原発性肺高血圧症

　児童A（１年生）は、学校の心臓検診において「原発性肺高血圧症」が発見され、

その後専門医の診察を受け、学校生活管理指導表の指導区分はBと診断された。

　学校では、学校生活管理指導表どおり体育は見学とした。指導表によると階段の上

り下りも禁じられていたので、教室移動などの際は、学級担任が背負うようにした。

学級担任や養護教諭は、こまめにその児童の健康観察を行っている。前日の家庭での

様子や睡眠の具合により、学校での体調の変化に影響が出る場合があるので、連絡帳

によって様子を書いてもらうこととした。ただし、Aは、移植が必要とされる程の重

い病気であったため、前日や夜の体調が優れない場合は、保護者が登校を見合わせて

きた。学校では、体調の変化は小さなことでも保護者に連絡した。また、保護者には、

体調の悪化に備えて、すぐに連絡がつき来校できる体制をとってもらうようにした。

登下校は保護者が送り迎えをしたので、その際に必ず学級担任が会い、保護者と連絡

をとり合った。

　本来ならば、学級担任、養護教諭が主治医と面談し、管理指導についての具体的な

話を聞くべきだと考えるが、この例ではうまく都合がつかず、保護者を通して行うよ

うにした。

　学校生活を送っている上での配慮事項が多岐に渡っているので、この児童の学級担

任は学級編成替えがあっても、そのまま受け持っている。このAの疾病は、学校の心

臓検診で発見され、早いうちに関係者が注意して管理することを心掛けている。今さ

らながら、小学校1年生の心臓検診の重要性について認識させられている（P76「原

発性肺高血圧症」参照）
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イ　中学校

（ア）　心室中隔欠損症（手術後）

　生徒Ｂは２年生になったとき、比較的重い心室中隔欠損で、手術後も少し異常を残
しているため、指導区分Ｅすべての「中等度の運動」が可能ということであった。し
かし、養護教諭はすべての運動といってもあいまいであったため、学校医に相談した。
その際、学校医は具体的な運動について、主治医に相談するように助言した。そこで、
保護者と話し合い、主治医の助言を受けた。その結果、水泳では飛込みや潜水を避け
ることになった。養護教諭はBと面談し、飛込みや潜水が心臓に負担を与え、危険な
不整脈が出現することもあるので、十分気を付け、友達に誘われても断るよう指導し
た。さらに、職員会議でも、具体的に飛込みや潜水は禁止であることを確認した。学
級担任と保健体育科教師には直接相談し、配慮を要請した。
　その後、保健体育科の教員からは、常にＢへの配慮がなされ、養護教諭にも運動強
度についての相談がなされている。Ｂ自身も脈拍数により、運動強度を考え、無理を
しない態度が育ちつつある。水泳の授業の最初に、保健体育科の教員からＢの病気に
ついて説明した。その中で生徒全員に、Ｂには飛込みや潜水は絶対にさせないよう指
導した。また、校内研修会で、学校生活管理指導表について、全教職員へ周知徹底を
図っている（P73「心室中隔欠損症」参照）。

（イ）　肥大型心筋症

　生徒Ｃ（２年生）は要観察で中等度の運動が可能とされている。学校生活管理指導
表でＤ区分である。
　学級担任や保健体育科教員は不測の事態を恐れ、何事にも大事をとるようになって
いた。特に、体育の授業では制限を加えることが多くなっていた。
　Ｃには定期的な検診が必要であったが、理由をつけては拒んでいた。親は、いらい
らしたり、口答えしたりするＣの扱いに困っていた。心配した母親が学級担任に相談
してきた。学級担任は、Ｃの気持ちが動揺する原因を探し、よりよい方向性を見出す
ため、スクールカウンセラーにアドバイスを求めた。スクールカウンセラーが面接す
る中で、Ｃの気持ちをくみ取ることができた。学校や親が心配するあまり、Ｃの運動
欲求は満たされず、そのことが心理的にも不安定な状態をもたらしていることが分か
った。
　そこで、学級担任、養護教諭、保護者との話し合いがなされた。保護者から「健康
観察にはくれぐれも注意しながらも、適切な活動をさせて欲しい」という話があった。
主治医に直接話を聞き、学校生活の具体的な相談をしていくことになった。
　学級担任は、Ｃに、参加したい運動や活動をできるだけ明確にするために、定期的
に診察を受け、指示を得ることの必要性を丁寧に説明した。その後、診察を受け、主
治医、学級担任、養護教諭等から、具体的な運動について細かく指導が行われ、注意
深く見守られる環境で運動欲求が満たされている。家でも穏やかになってきていると
いう報告がされている。
　スクールカウンセラーからは、まだ自己管理する力は十分ではないので、本人の心
情をくみ取りながらも継続的な指導が必要であるという助言がされた（P75「心筋症」
参照）。
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ウ　高等学校

（ア）　心筋症の疑い

　生徒Ｄは、中学校の心臓検診においても異常はなく、運動が大好きであった。高等

学校に入学し、心臓検診前の体育の時間に軽い胸痛を感じ、保健体育科教員に話をし

た。教師は、すぐに運動を中止させ、病院での検査を受けるよう指示した。結果は、「心

筋症の疑い」との診断を受け、それ以降の体育の授業は見学することとなった。

　学校生活管理指導表は、Ｄ（「同年齢の平均的児童生徒にとっての中等度の運動」

まで参加可）の区分であった。禁止は、次に挙げる「強い運動」である。

　…短距離走、中・長距離走、リレー、ハードル走、縄跳び、走り幅跳び、走り高跳び、

水泳、器械運動、バスケットボール、ハンドボール、サッカー、ラグビー、柔道、

剣道、相撲、弓道、スキー、スケート

　許可は、次に挙げる「中等度の運動」である。

　�遅いスピードのランニング、副審、タイマー、スコアラー、マネージャー、記録員

などとして参加

　「どうして運動してはいけないのか、今までやっていたのに？」と、教師に質問し

てきた。教師は、主治医と相談してくるよう言い、主治医と話をしたところ納得した。

３年生になり、本人の運動への欲求の高まりから、学校生活管理指導表に基づく運動

を希望してきた。それぞれの意見及び経過は次の通りである。

●　主治医の意見

　今回の判断は、病状が改善したことによる許可ではない。本人の申し出により、

準備運動程度の運動を許可する。トレッドミルによる負荷運動を行った結果、運

動は、脈拍が120～140／分程度で、持続時間が10分程度であること。準備運動や、

ゆっくりとしたジョギング、体力維持をする程度とし、競争的な動きは避ける。

　この活動を行うに当たって、授業担当者がすべて側についている必要はない。

運動の判断は本人に任せる。

●　保護者

　体育の授業活動で、身体運動を許可してほしい。運動の過重は、本人が判断で

きる。調子がおかしいときは、本人が途中で中止する。

●　担当教師

　校長（教頭）と相談した結果、授業においては、次のような働きかけで、授業

に参加する周囲の生徒にも理解を求めたい。

　種目はバスケットボールだが、ゲームは一緒にはできない。ダッシュやラリー

の動きはできないので、あまり動かなくてもよい審判やタイマー等の係を担当す
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る。また、シュートを練習するにしても、自分のペースで行う。競争的な、１対

１のような動きはできない。

　校長あての体育活動許可願を提出してもらい、保健体育科で『Ｄには、何がで

きるか、どのようにして行うか』ということについて会議を重ねた。授業では、

試合のタイマー及び（別の授業者がいる）グランドにおいてジョギング（脈を測

定しながら）を行い、強度を超えないように注意して実施させた。

　すべての教職員に現状の報告、確認をしたはずであった。ところが、ある日、

Ｄがグラウンドを１人で走っていたとき、隣で授業をしていた教師の「おまえは

何をしているんだ。」という（確認のあった生徒であることをうっかり忘れて）

かけた何気ない一言が、Ｄと教職員の信頼関係を崩しかけた。全教職員に自分の

ことは話してあると聞いていたのに、どうしてさぼっているような言われ方をさ

れるのか、と教師不信になってしまった。

　そこで、授業担当者はＤとじっくり話をして、Ｄは納得することができた。そ

の後、Ｄは無事卒業することができた（Ｐ75「心筋症」参照）。



Ⅳ−１図１　救命の連鎖
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Ⅳ　応急手当

はじめに

　突然死に至る顕著な兆候である心肺停止状態は、学校においては運動時、校内活動時等に

突発するが、この状態にある者の応急手当は、初めの２～３分間にとられる行動がその者の

救命を決定するので、落ち着いて応急手当の手順を速やかに開始するようにする。

　2004年に自動体外式除細動器（AED）が市民も使えるようになり、日本国内に20万台を

越す数のAEDが学校を始め、公共施設、駅など、人通りの多い場所に設置されてきた。さ

らに中学校及び高等学校で、心肺蘇生法等の指導を受けることが、学習指導要領に示されて

いる。誰でも、どこでもAEDが使用できる環境が整うことで突然死の減少が期待される。

　陸上での応急手当だけでなく、人工呼吸を加えた水による事故時での対応についても述べ

ることとした。

１　救命の連鎖

　心停止や窒息などといった生命の危機的状況に陥った人、あるいはこれらが切迫している

人を救命し、社会復帰に導くためには、「救命の連鎖」と呼ばれる４つの要素（Ⅳ－１図１）

を手順よく実施する必要がある。

　倒れている人の第一発見者が一般市民であっても、医療関係者であっても、この手順で開

始する。『救命の連鎖』が確実に実施されれば、救命率が増えたという報告が相次いでいる。
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　学校内での蘇生は若い人が主な対象であり、比較的健康な集団であるのが特徴である。し

かし既往に心臓病や不整脈の症状がある人もおり、普段は正常でもスポーツ時、課外活動な

どで重い病状が出ることがある。また後述するように野球、サッカーのような球技で胸にボ

ールが当たり、心臓震
しんとう

盪で急変し、心停止に至ることに注意しなければならない。このよう

な場合、AEDが使用できれば救命できる率が高くなるので、普段から使用できる体制を整

えておくことが望ましい。

　以下に現時点で最新の心肺蘇生法ガイドライン2010年版を基にして、『救命の連鎖』の手

順を説明していく。

２　第１の鎖　心停止の予防（Ⅳ－２図２）

　一旦、心停止に陥った人の救命率は高くはない。したがって心停止や呼吸停止を予防する

ことが重要である。例えば、赤ちゃんでは乳幼児突然死症候群の予防として、うつぶせに寝

かせない、乳児の近くで喫煙しない、妊娠中に喫煙しない、

乳児に過度に服を着せたり、暖めすぎたりしないこと、小児

では交通事故や、窒息、溺水などによる不慮の事故を防ぐこ

とが重要である。体育スポーツ中の事故も学校での適切な管

理・指導により防ぐ予防することができ、事故が生じたとし

ても被害を最小限度に留めることが可能となる。

　成人では急性冠症候群や脳卒中発症時の初期症状の認知

（理解）が重要で、それによって心停止に至る前に医療機関

で治療を開始することが可能になる。そしてどんな症状がでたら救急車が必要か、どんなタ

イミングで救急車が必要かという教育も重要となってくる。

３　第２の鎖　早期認識と通報（迅速な通報と心停止の認識）（Ⅳ－３図３）

　傷病者に遭遇した場合の対応について順番に細かく説明していく。人が突然に倒れた（昏

倒した）という急変事態に遭遇したら、救助の現場が危険でない

ことを目で確認して、すぐに反応の有無の確認をする。大声で呼

びかけをする、肩を優しく叩くなどの刺激に反応するかどうかを

判断する。反応とは目を開ける、何らかの返答がある、嫌がるな

ど目的のある仕草の場合を指す。これが心肺蘇生を開始するかど

うかの決め手になる。反応があれば倒れた人の側から離れずに、

息をしているか、顔色はよいか、冷汗をかいてないか全身状態を

観察する。ここで反応がないことが確認できたら、ただちに次の

3つの手順を取る。①あわてずに周りの人に大声で急変を告げ、応援を頼む、②119番に電話

Ⅳ−２図２

Ⅳ−３図３



Ⅳ−４図５　手の位置
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してもらう、③AEDをとってきてほしいと頼む。

　その後、倒れている人の側から離れずに、仰臥位にして正常な呼吸（普段どおりの呼吸）

があるかを調べる。正常な呼吸をしているかどうかの確認を行うために、腹部や胸部に動き

があるかどうか神経を集中して10秒以内に観察する。反応がなく、呼吸もないかあるいは、

死戦期呼吸（しゃくりあげるような不規則で時おり出現する異常な呼吸）が認められる場合

は心停止と判断する。心停止と判断すれば、ただちに心肺蘇生を開始する。呼吸の有無を確

認するときには、従来の手順のように、気道確保を行う必要はない。脈拍を調べる必要もな

くなった。もし、結果的に心停止でなかったとしても、心肺蘇生を行って間違いになること

はない。間違いがあるとすればここで何もしない場合である。

４　第３の鎖　一次救命処置（迅速な心肺蘇生（Ⅳ－４図４）とAEDによる電気ショック）

　従来の手順は

　Ａ（気道確保）→Ｂ（人工呼吸）→Ｃ（胸骨圧迫）
であり、今回から

　　Ｃ（胸骨圧迫）→Ａ（気道確保）→Ｂ（人工呼吸）　となった。

ア　胸骨圧迫

　従来は人工呼吸から心肺蘇生を開始することになっていたが、

2010年の新しいガイドラインでは、容易に実施でき遜色ない効果

が期待できるという理由から、ただちに胸骨圧迫から開始する手

順となった。訓練を受けた人も受けていない人も、これだけはや

って欲しいからである。これで心臓から全身に確実に血液を送る

ことができる。

①　圧迫の手の位置

　Ⅳ－４図５に示すように胸骨という胸の真ん中に

縦に存在する細長い骨の下半分を強く押す。片方の

手の平の根元を置き、その上にもう一方の手の平を

のせる。着衣を脱がせて胸骨を確認したり、指でた

どって圧迫部位を探す必要はなく、直感的に胸の真

ん中と思われる部を押すとよい。圧迫位置の確認に

時間をとられないようにする。腕は垂直に立て肘を曲

げずに胸骨を真上から下に向けて押す（Ⅳ－４図６）。

Ⅳ−４図４



Ⅳ−４図６　胸骨圧迫
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②　圧迫の回数

　１分間に少なくも100回の速さで行うことが重要である。人工呼吸が加わると実際に１

分間60回ぐらいの圧迫になる。メトロノームで速さを体験する実習を行うとよい。傷病者

が子どもであっても、大人と同じ速さと回数で圧迫する。

③　圧迫の強さ

　心臓から送り出される血液量は、胸骨圧迫の強さに比例して増えることが確認されてい

るので、正しい位置で、５cm以上胸が沈むまで押す。これを１～２分間続けたら別の救

助者と交代してもらう。この強さで圧迫を続けると疲労のため、押す力が十分でなくなり、

心臓から送りだされる血液量が次第に少なくなってくるからである。およそ８歳以上の学

童で体格が普通なら大人の場合と同じ力で押してよい。およそ８歳未満の子どもで体格が

小さい場合や乳児では胸の厚みの約三分の一を目安にして圧迫する。

④　圧迫したら胸を元の位置まで戻す

　圧迫した手は押したらすぐに力を抜き、胸を元の位置に戻すようにイメージする（図６）。

胸に置いた手は離さず力を抜くわけである。これまであまり強調されてなかったが、これ

で心臓に静脈から戻る血液が増加し、圧迫ごとに心臓から送り出される血液量が増えてく

る。圧迫の強さと同時にこの手技を組み合わせると胸骨圧迫の効果が高まる。

イ　人工呼吸と胸骨圧迫の組み合わせ

　胸骨圧迫を30回行ったあと、もし訓練を受けた者が、人工呼吸をする意思と技術をもっ

ている場合には人工呼吸を２回行い、これを繰り返す（Ⅳ－４図７）。人工呼吸の方法に

ついては後述する。病院外では病気がうつる可能性は極めて低いので、見た目に血液や吐

物などがない限り感染防護具なしで人工呼吸を実施してよい。とくに小児の心停止、呼吸

の異常による心肺停止（溺水、窒息など）、目撃者がいない心停止や心停止状態が続いて

いる場合などでは可能な限り、人工呼吸を胸骨圧迫に組み合わせて実施することが望まし

い。



Ⅳ−４図７　30：２の胸骨圧迫と人工呼吸
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　熟練した救助者でも胸骨圧迫の中断時間を最

小限にできないならば、人工呼吸よりも胸骨圧迫

を重視した心肺蘇生を施行する。胸骨圧迫が中断

されると、その間に心臓に血液が供給される冠動

脈の流れが絶えてしまい、圧迫を再開したとして

も血流がゼロから流れ始め十分な流れに達する

まで時間がかかるという状況が起こり、心筋機能

の維持に不利益となる。胸骨圧迫の中断を短くす

るには、気道確保や人工呼吸に時間を割かないこ

とで、もし人工呼吸でうまく胸が持ちあがらなく

ても２回だけにして、すぐ胸骨圧迫に移る。１回

の吹き込みは１秒とすると胸骨圧迫の中断が短縮でき、過大な呼吸も避けることができる。

人工呼吸を確実にするには十分に訓練を受けないといけない。AEDの電極パッドを胸に

貼る時も、解析の直前までは圧迫を続ける。

　はじめから２人で蘇生を開始したときも、胸骨圧迫から始め、これに人工呼吸を加える。

胸骨圧迫と人工呼吸は交代する。さらに複数の人がいるときは胸骨圧迫を１～２分ごとに

交代してもらう。この手順を救急車が到着するまで、または蘇生を受けていた人の意識が

戻る、体を動かすなどの回復がみられるまで続けて、胸骨圧迫の中断を短くするようにす

る。８歳未満の子どもでも胸骨圧迫30回：人工呼吸２回の割合で行う。前にも述べたが、

小児では呼吸異常から心停止（心肺停止）になる場合が多いので、できるだけ人工呼吸を

行う。

ウ　胸骨圧迫のみの心肺蘇生

　市民が街で昏倒した傷病者に遭遇し、蘇生の知識があまりなく、訓練も十分に受けてい

ない時に、何もしないよりも胸骨圧迫のみの心肺蘇生を行った方が救命できるという成績

が発表されてきた。さらに、胸骨圧迫のみの心肺蘇生は、手技の簡便さ、短時間の訓練で

習得可能、人工呼吸の煩雑さがないなどの理由で次第に広がっており、救助する人の層を

拡大する効果が期待されている。これは日本からの論文が引き金となり広がった。もし、

口対口呼気吹き込み人工呼吸を行うことに抵抗を感じる、技術を持っていない、訓練を受

けていないなどの場合は胸骨圧迫のみの心肺蘇生を継続することとする。そして、人工呼

吸、AEDに習熟した救急隊の到着まで、少なくも１分100回のテンポで胸骨圧迫を続ける。

また、電話応答の通信員がこの指導を行えることも大切である。ただし、気道確保、人工

呼吸は全く省いてよいのではない。的確に行えるのであれば、人工呼吸は行った方が良い

場合が多い。以下、人工呼吸について説明する。
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エ　気道確保と口対口呼気吹き込み人工呼吸法

　意識がなくなると空気の通り道である気道に舌が落ち込み、空気が肺まで届かなくなる。

したがって、人工呼吸を行うには空気の通り道を開いてやる必要がある。これを気道の確

保と呼ぶ。あご先挙上、頭部後屈の位置

をとると、舌が持ち上がり気道が開く（Ⅳ

－４図８）。下あごの骨の中央に手を当

て、あごを引き上げてから、のけぞるよ

うな姿勢をとらせる。

　気道確保をした体勢で相手の鼻をつま

み、相手の口を自分の口ですっぽり覆っ

て、普段にしている程度の息を吹き込む

（Ⅳ－４図９）。吹き込み時間は１秒で、

肉眼で見て胸が軽く持ち上がる程度を目

安にするとよい。２回吹き込みをしたら、

もし胸が持ち上がらなくても、それ以上

は吹き込みを繰り返さず、すぐ胸骨圧迫

に移る。１回目の呼吸で胸が持ち上がら

ないときは、あご先挙上を再度確実にし

て、２回目の吹き込みを行うようにする。

人工呼吸より胸骨圧迫を重視することを

頭に入れておく。

オ　突然死は心室細動が多い

　普通に生活している人が突然に意識を失い昏倒するとき、心臓には規則ただしい収縮が

なくなり、心臓の筋肉が不規則な動きをばらばらに起こしている。心臓から血液が送り出

せなくなっており、心停止の状態である。これは心室細動という心臓の異常な動きで、電

気ショックが唯一の治療法である。このAEDが届くまで胸骨圧迫しかできない場合でも

少なくも100回/分のテンポで中断せずに圧迫を続ける。

カ　AEDとは

　AEDは2000年のガイドラインの発行から市民にも使用することは推奨されていたが、

2005年改定版では現場にいる人がだれでもすぐに使用するよう、より強い推奨がなされた。

AEDとは、自動体外式除細動器を意味するautomated…external…defibrillatorの略語である

が、日本では日本語に訳さずAED（エーイーディー）と呼ばれている。最近では空港、駅、

スポーツ施設、人の多く集まる場所に設置され、20万台を越す状態になった。学校関係の

施設にも置かれている状況である。

Ⅳ−４図９　口対口人工呼吸
（マスクの使用がのぞましい）

Ⅳ−４図８　頭部後屈あご先拳上法による気道確保
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　2004年に厚生労働省が一般市民の使用を認めたこともこの流れを加速した。ただし、単

にAEDを置くだけでは、一般市民でAEDがすぐ使える人の増加につながらない。

　そのため、AEDを設置した学校を始め施設、機関でその意義、使用法、蘇生法全体に

ついての訓練・研修等が実施されることが重要である。

キ　AEDによる電気ショックとは

　電気ショックとは、電気を心臓に通電して異常に興奮した心臓の不整脈を止めることで

電気的除細動とも呼ばれている。AEDは胸壁に電極パッドを貼り通電する方法をとって

おり、救急現場で一般市民、救急救命士が簡単な操作で電気ショックが行える。学校にも

設置が進んでいるが、ぜひ自信を持っていざというときに使えるようになってほしい。

AEDの使用方法は簡単で、製品により蓋を開けると電源が入る機種、ボタンを押してス

イッチを入れる機種がある。その後はAEDからの音声指示にしたがって進めればよい。

ク　AEDによる電気ショックが先か、胸骨圧迫による心肺蘇生が先か

　倒れた人が発見された現場にAEDがあるとは限らない。倒れた時間からAEDを使用す

るまでの時間が短いほど、除細動の成功率が高くなる。時間が経過していくと分単位で心

室細動が除細動しにくい波形になり、ついには心静止（心電図が平坦になる）になる。こ

うなると、電気ショックを行うことはできなくなり、救命率も極端に低下してしまう。救急

車の到着は平均７分といわれ、この空白の時間帯でAEDの操作で電気ショックが行えるよう

な心臓の状態にしておくために心肺蘇生、胸骨圧迫を確実に続けられることが大切である。

①　AEDがそばにあるとき

　目の前で倒れた人がいて、そばにAEDがあれば取ってきて、AEDを使う。

②　AEDがそばにないとき

　倒れた人が目撃されても、されないときでも、すぐに大声で人を呼び、119番通報と

AEDを頼む。AEDが到着するまで、手をこまねいて何もしないのではなく、胸骨圧迫

による心肺蘇生を行う。AEDの到着までこの蘇生は中止せず、AEDの使用につなげる

と除細動の成功率が上がる。

ケ　AEDの使用

　AEDは簡単に使えるという点を強調しておく。そしてAEDだけを使うのではなく、『救

命の鎖』の１つとして使うことを認識していただきたい。電気ショックは１回だけで、す

ぐ胸骨圧迫を開始する。電気ショック後は心電図の波形を観察（解析）せず心肺蘇生を２

分間継続するプログラムになっている。人工呼吸ができないなら、そのまま胸骨圧迫を２

分間続ける。２分経てば、AEDが心電図をチェックする音声指示が出る。再度、電気シ

ョック指示がでる場合もあれば、電気ショックできない状況に変化していることもある。

どちらの場合もただちに２分間の胸骨圧迫を開始する指示が出る。救急隊員が到着するま

でこの手順を継続する。
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　AEDが電気ショックを行った後は、心電図解析を行うと、胸骨圧迫開始が遅れるので2

分間は心電図解析を省略するようにプログラムされている。もし電気ショックで心室細動

が消えていても、心臓から送り出される血液は少ないので、胸骨圧迫が必要である。この

時心電図が普通の波形に戻っていて、胸骨圧迫を行ってしまっても心室細動が再開する危

険はない。

　もし電気ショック後もなお心室細動が継続している場合、その後の２分間の胸骨圧迫で

酸素、血液が送られて、心臓が除細動されやすくなる。２分したらAEDからの２回目の

電気ショックという指示でショックボタンを押す。ここでショックの適応なしの指示がで

たらそのまま心肺蘇生を継続する。

　ここで、AEDの実際の操作手順を説明する。

　最初に電源を入れて音声指示に従う。電極

パッドの絵に描かれているように、一方の電

極パッドを右胸部の鎖骨より下、片方の電極

パッドを左の脇の下、側胸部に貼り、心臓を

挟むようにする（Ⅳ－４図11）。ここまでは

胸骨圧迫は中断しない。電極パッドを貼ると

自動的に心電図をチェックしてくれる。この

時、離れるよう音声指示が出るので体から手

を離す。電気ショックの指示が出たら充電の

開始が音声で出される。ショックを受けると人の体が反り返るように電流が流れるので、

救助者は離れるように周囲の人にも指示する。周囲の人が離れたのをたしかめてショック

ボタンを押す。

　除細動の適応がないとの音声指示があったら、ただちに胸骨圧迫を開始する。この方法

は少なくとも100回/分で、どんなときでも同じ手技で行う。２分経過すると再び心電図の

解析がなされるが、除細動の適応でないと音声指示がでたら、そのまま胸骨圧迫とできれ

ば人工呼吸を組み合わせ継続する。

コ　小児に対するAED使用法

　小児では呼吸系の異常から心肺停止になる割合が多い。AEDによる電気ショックが適

応となる可能性は多くはないが、心室細動が起こっていることもあり、小児でもAEDに

よる電気ショックが行えることを学んでおくと良い。小児用の電極パッドはサイズが小型

で、AEDによる電気ショックの際のエネルギー量（ジュール）も少なくなるように作ら

れている。もし小児用の電極が近くになければ、成人用の電極パッドで代用してもよい。

ただ電極パッドを重ねて貼らないように注意する。

Ⅳ−４図11　電極パッドの貼付部位
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　従来、約８歳未満を小児として、成人と区別していた。すなわち１～８歳までの小児に

は小児用電極パッド、８歳以上は大人用パッドを用いることになっていた。今回の2010年

CoSTR（心肺蘇生と救急心血管治療における科学と治療勧告についての国際コンセンサ

ス）では適応年齢が拡大し、１歳未満の乳児にもAEDが用いられるようになった。一方、

わが国においては、小学校年齢に区切りがあるため、６～７歳は小児用パッドを、８歳以

上は成人用パッドを、と現場の混乱があった。また、小児用パッドを8歳以上に誤用する

恐れについての報告もあり、今回のわが国のガイドラインにおいては、電極パッドの使用

年齢による区切りを未就学児（およそ６歳）と規定された。つまり、小学校のAEDにわ

ざわざ小児用パッドを置く必要はなくなり、成人用パッド一種類でよいことになった。小

児は体が小さいので、電極パッドに描かれたイラストどおり、身体の背面と前面に心臓を

はさむように貼ってもよい。パッド同士が接触しないなら大人と同じ貼り方をしてもよい。

サ　学校でのスポーツと心臓震
しんとう

盪

　児童・生徒においてはスポーツ中に突然死する例が10歳代で多く、小学生より中学生、

中学生より高校生で頻度が高い。これらの報告は、運動種目の中では、ランニング、水泳、

サッカー、野球、体操、球技での事故が多い。学校で運動中に突然昏倒し、反応がなくな

ったとき、ただちに心肺蘇生が行われ、AEDが使用されれば、救命される可能性が高く

なると考えられる。この中で心臓震盪が注目されている。アメリカでは肥大型心筋症に次

いで突然死の原因として多いという報告が出された。

　心臓震盪は心臓への機械的刺激により誘発された致死的不整脈と考えられており、心室

細動が起こっている可能性が高い。典型例では、野球で打球を胸に受け、そのボールを拾

って投球しようとする時にそのまま倒れてしまう。ソフトボール、サッカー、バスケット

ボールで球が胸にあたって起こり18歳以下での発生の頻度が高い。との報告が海外、国内

から出ている。それは、まだ胸郭が柔らかいため、胸部への衝撃が心臓にもろに伝わるた

めであるといわれている。野球では捕手だけでなく、守備に就く選手が胸郭プロテクター

を着用するのも予防に役立つであろう。

　小学生は中学、高校生よりも心室細動が少ないが、小学校でも学校活動を安全にという

意味で、できればAEDが備えられ、緊急事態ですぐ使用できるような体制づくりが望ま

れる。

　学校での突然死の特徴は児童・生徒、学校教職員に目撃されることが多く、周囲の人に

よる心肺蘇生の実施率も高い。心臓震盪に対してもAEDが有効であることを理解し、

AEDがすぐ使えるように準備しておき、この使用法の訓練、講習を十分に受けておくよ

うにするのが望ましい。さらに地域の救急隊への連絡体制を普段から周知しておくことも

重要である。
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　学校での心肺蘇生とAEDの教育が家族に伝わると、普及の効率が高くなり、日本にた

くさんあるAEDがより有効に利用される手だてになると期待される。日本でもAEDによ

る救命例が報告されはじめ、AEDの使用が最適の治療手段ということが理解されてきつ

つある。

５　第４の鎖　二次救命処置と心拍再開後の集中治療（Ⅳ－５図12）

　医師が器具や医療薬品等を用いて行う二次救命処置へと連続する救命の連鎖の中で連携を

持って行う。これまでの鎖が有効に行われた後に、この第４の鎖の機能が発揮されるのです。

Ⅳ−５図12
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（参考）　溺水に対する蘇生法
　水での事故時に対する心肺蘇生法は陸上時と異なり、人工呼吸が溺水者に対する最初で

最高の対策である。

　手順は従来の手順で行う

　Ａ（気道確保）→Ｂ（人工呼吸）→Ｃ（胸骨圧迫）
（１）　溺水の特徴と対応

ア　溺水者の病理

①　酸素欠乏

　水中で溺れると、息こらえ（息を止める）、喉頭痙攣（声門を閉じて気道への水の流れ

込みを防ぐ）が反射的に起こり、窒息状態になる。しかし、この状態ではまだ肺に水が流

れ込まないため、肺に残っている酸素が全身にしばらく送られている。

　溺水時間が長引くと、声門が開いて肺に水が流れ込む。肺に流れ込んだ水は肺の血管に

吸収されるため、肺に残っている水分を吐き出させるのは難しい。このように、いったん

肺に流れ込んだ水を口から排出することはほとんど不可能なため、すぐにCPRを開始する。

　溺水者を救助する場合、酸素欠乏の状態を長引かせないためには、人工呼吸が最も有効

である。肺に空気を送り込み、肺胞から血液に酸素が送られると、心臓が止まってない場

合はただちに脳や全身に酸素が届けられ、回復できる。

　一般の人が救護する場合は、溺れて意識のない溺水者を水から引き上げて、陸地で仰臥

位で人工呼吸を５回開始する。気道に水があっても、まず人工呼吸で空気を送ることが大

切である。

②　低体温

　プールや海水浴などの学校行事で溺れた小児は、体温が低下していることが多い。成人

に比べると小児は体重あたりの体表面積が大きいため、冷水では体温低下が著しい。体温

低下で脳の温度も低下した状態なら、酸素の欠乏に耐えることができる。脳の血流が回復

するまでの時間が長引いても、あきらめずに蘇生を続ける。

　救助されたときに脈があり、わずかでも呼吸がある状態で低体温が続く場合は、低体温

では、心臓の働きや呼吸の回復が遅れるので、毛布をかけて体を温める。

③　徐脈

　冷たい水に体が急に沈むと脈がゆっくりとなる。これを冷たい水に対する潜水反射と呼

んでいる。水泳関係者は水に潜ると徐脈になる経験をもつ人がいるが、とくに小児に起こ

りやすい（クジラやイルカでは潜水時にみられる現象）。溺れた人でも極度に脈がゆっく

りすると、心臓から送り出される血流量は全体としては減少しても脳や心筋には優先的に

配分されるため、肺に残っているわずかな酸素がより長い時間、脳や心臓に送られること

になる。これも心肺蘇生の開始が遅れても続行する裏付けとなる。
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（２）　溺水に対する蘇生法

　手順はCPR全般に共通しているが、溺水での特徴が加えられる。

　CPRでは「救命の連鎖」（Ⅳ－１図１）が重要である。救助者が119番通報で救急車を呼

び、救急車が到着するまでCPRを行い、AEDによる除細動を行い、救急車で病院に搬送

され治療が行われる救命行為の一つ一つが「素早く」「中断なしに」行われると救命率が

高くなる。

①　反応の確認

　反応（意識）がある場合は蘇生を行う必要はない。水を飲んでいても自分で吐き出すよ

うに指導するだけでよい。

　水中で溺水者を発見したら（水没）、すばやく水面に引き上げる。水面で意識の有無、

呼びかけへの反応を確認し、溺水者が自分の危険な状況を理解できれば、速やかに安全な

場所に移動する。

　溺水者を助けた水面の場所から水の浅い場所、陸地に移動後も反応の有無の確認を行う。

反応がないときは、周囲の人に事故発生を伝え、助けを求める。周囲に人がいないときは

決して溺水者から離れずに対処をしていく。

　特に溺水者に意識がない小児の場合で周囲に人がいないときには、まず胸骨圧迫と人工

呼吸の組み合わせのサイクルを５回（２分間）行ってから救助者を探すか、119番通報の

ために溺水者から離れる。

②　気道確保

　意識がないと舌が落ち込み、空気の通り道が塞がれてしまう。この状態では呼吸があっ

ても肺にまで空気が届かず、時間が経つにつれ窒息で酸素不足となり、呼吸停止、心停止

となる。呼吸はあるが気道が詰まっているときは、気道を確保するだけで肺に空気が入り

救助できる。人工呼吸からはじめて、胸骨圧迫と人工呼吸の組合せのサイクルを５回（２

分間）行ってから、気道確保（Ⅳ－４図８の頭部後屈－あご先挙上法）を行う。プールに

飛びこんで頸椎損傷がある場合でもこの手技で気道を確保する。下顎挙上法は実施が難し

く、頸椎を固定するうえで両者の手技であまり差がない。

③　呼吸チェック

④　人工呼吸（口対口呼気吹き込み人工呼吸）

　人工呼吸は溺水者に対する最初で最高の対策である。

　溺水者が水面や浅い場所で発見されたら気道を確保し、呼吸のないことを確認したら、

溺水の救助では、まず５回人工呼吸を実施する。脈がある場合は、その後は、成人で１分

間に10～12回、小児で１分間に12～15回の人工呼吸を続ける。脈がなければ、胸骨圧迫と

人工呼吸の組合せを開始する。溺水者は、体温が下がって脈が触れにくいので、その場合

は、脈がないとみなす。救助者の安全に気をつけることも忘れてはならない。水面でも人
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工呼吸は呼気吹き込み法（口対口呼気吹き込み人工呼吸）を行えるが、水から早く引き上

げ、陸地（地面）で口対口人工呼吸を行う手順をとるようにする。

　溺水者が水に沈んでいる場合は、浮輪や安全ジャケットをつけて救助する。水面でも人

工呼吸は実施できるが、水難事故の救護経験のある人だけが行い、不慣れな一般人は引き

上げるだけにして、速やかに陸地へ移すことが第一と考える。

　いかだやボートの上で、１分間の人工呼吸を行っても溺水者が自発呼吸を始めないとき

は、陸地まで５分以内で到着できる状況なら移動させながら人工呼吸を続ける。陸地まで

５分以上かかる状況では、再度、人工呼吸を続けながらその後速やかに陸地に向けて移動

させる。

　肺に流れ込んだ水を吐かせなくてよい。水が肺に届くのはわずかのことが多く、この水

も肺から血管のなかに吸収されてしまうからである。

　気道の異物を除去するハイムリック法（胸部圧迫法）は行わない。これで胃内容（水や

摂取した食物）の逆流がおこり気道を閉塞や肺に逆流して重症な肺炎を起こす可能性があ

るからである。

⑤　胸骨圧迫

　水面での胸骨圧迫は有効ではない。陸地に引き上げて、脈がなく、呼吸がないときは、

すぐに人工呼吸と胸骨圧迫の組み合わせを開始する。圧迫の強さ等は、前記Ⅳ－４『第３

の鎖』（P49～）を参考にする。

（３）　溺水現場での対策

①　酸素欠乏の対策として、まず、人工呼吸５回により肺に空気を吹き込んで、酸素を血液

中に送り込む。この酸素を多く含んだ血液を脳や心臓、その他の全身に送ることである。

溺水者は大量の水を胃に飲み込んでいるので蘇生時に胃の水分や食物が逆流し、肺に誤飲

する危険が大きい。

　水泳などの授業、校外活動では必ず監視者のもとで行うようにする。監視者による溺水

の予防が、溺れた人の救助よりもはるかに効果的である。しかし溺水者が発見されたら、

救助者は現場でただちにCPRを開始することが求められる。

②　病院に搬送されるまでは、胸骨圧迫と口対口呼気吹き込み人工呼吸（酸素が使用される

とより有効）を続ける。

③　救急車が到着したら、救急隊員はCPRを行い、気管内挿管による気道確保や薬剤投与な

どの医療行為で処置を行い、迅速に病院へ搬送する。

　　体温の低下を防ぐために水分を拭きとり、毛布で体を覆い保温する。AEDの使用はこ

こでも有用である。

④　溺水者を発見したらすぐに救助するのが最も大切である。事故現場によってはボート、

いかだ、サーフボード、浮き輪などを使用する。必ず救助者自身の安全を心がける。
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　深い水中に沈んでいる溺水者は、水面まで引き上げてから人工呼吸を行うが、この場合

は水難訓練の講習を受けた熟練した救助者のみが行うようにする。

　「救命の連鎖」は溺水のときも必須で、目撃者による蘇生の開始、そして119番通報、病

院への搬送と病院での治療が継続して行われることが大切である。病院到着時に呼吸も心

拍もある場合は、救命の可能性が高い。

　さらに、溺水者は低体温になりやすく病院での治療の開始が心肺停止から10分以上経過

した場合も救命できる可能性があることも忘れないようにしてほしい。

　大切なことは、溺水者を助けるとき、人工呼吸のみで助かった人も、心肺蘇生を実施し

た人も、たとえ現場で意識がない状態から回復し、呼吸や心拍が正常になった場合でも、

病院には必ず搬送する。現場で回復したと思っても、溺水で肺に水が流れ込んでいるので、

後になって肺炎、肺水腫などの呼吸の異常が起こることがあるからである。

・文献

1）　日本蘇生協議会．JRCガイドライン2010（ドラフト版）．（Accessed…19…October…2010,…

at…http://jrc.umin.ac.jp/）

2）　日本救急医療財団．JRCガイドライン2010（ドラフト版）．（Accessed…19…October…2010,…

at…http://www.qqzaidan.jp/jrc2010.html）

・謝辞

・…本文の作成にあたり大阪医科大学救急医学教室　小林正直講師に適切な助言、指導を頂い

たことに感謝の意を述べ、謝辞とさせて頂きます。

・…本文イラスト作成に関しては日本赤十字社医療センターの高木睦恵氏にご協力をいただき

ました。



－61－ －62－

＊心肺蘇生法の歴史

　心肺蘇生法の教育は1950年代から試みられていたが、ヨーロッパとアメリカで異なる方法

が教えられていた。1960年が心肺蘇生法元年とよばれ、胸骨圧迫と口対口呼気吹き込み人工

呼吸法が初めて紹介された年であり、それ以来、医療関係者だけでなく、市民もこの方法で

蘇生法を実施する教育・広報活動が今日まで続けられている。これを1つにまとめようとい

う動きがヨーロッパで起こり、世界の共通の心肺蘇生法を組み立てるために、1992年に国際

蘇生連絡委員会（I
イ ル コ ア

LCOR）が創立された。ILCORは世界標準になる心肺蘇生法の原本を作

成して、世界に共通の蘇生法を普及させることを目指してきた。ILCORは、2000年にこの

趣旨に沿った国際ガイドラインをアメリカと共同で発行し、その後５年ごとに蘇生法を改定

してきた。2005年に１回目の改定が行われ、“心肺蘇生と救急心血管治療における科学と治

療勧告についての国際コンセンサス2005（C
コ ス タ ー

oSTR）”が発行された。これを基にしてアメリカ、

ヨーロッパは国情に合わせたガイドラインを作成できることになった。そして2010年10月に

その２回目の改定版であるILCOR…CoSTR…2010が発表された。2010年は50周年になる記念す

べき年で世界中で、記念講演その他イベントが開催された。

　一方、日本においては2002年に蘇生に関係する学会がまとまり、日本蘇生協議会（JRC）

が設立された。2006年にはJRCが音頭を取り、アジア蘇生協議会を創設し、ILCORに加入し

た。その結果、日本も2010年度版からこの監修委員に選ばれて、改定版の作成に全面協力で

き、この内容が日本でもただちに開示できるようになった。わが国においてはILCORの

CoSTR…2010に基づき、日本蘇生協議会と日本救急医療財団が合同でJRC（日本版）ガイド

ライン2010をJRCと日本救急医療財団のホームページ上で発表した1）2）。本稿執筆時点（2010

年11月）においてはJRC（日本版）ガイドライン2010はまだドラフト版ではあるが、ここで

は新しくできあがったばかりのわが国の心肺蘇生法の手順を示した。



　 事故者
蘇生法実施者 事故内容

　 年度 学校種別 学年 性別

1 18 小学校 6 男 養護教諭 登校直後に教室で倒れる

２ 18 小学校 6 男 養護教諭 運動会練習中に倒れる

３ 19 中学校 2 男 養護教諭 持久走中に倒れる

４ 19 中学校 2 男 部活動顧問 部活動終了直後に倒れる

５ 20 中学校 2 男 養護教諭 持久走直後に倒れる

６ 19 中学校 3 男 養護教諭 ランニング中に倒れる

７ 20 中学校 3 女 現場に居合わせた消防士 ランニング直後に倒れる

８ 19 中学校 3 女 保健体育科教諭 持久走中に倒れる

９ 20 高等学校 1 男 保健体育科教諭 持久走中に倒れる

10 19 高等学校 1 男 部活動顧問 部活動中に倒れる

11 19 高等学校 1 男 養護教諭 水泳授業後倒れる

12 20 高等学校 2 男 部活動指導員 ランニング直後に倒れる

13 19 高等学校 2 男 現場に居合わせた消防士 ランニング中に倒れる

14 19 高等学校 2 男 養護教諭 バスケット部活動中に倒れる

15 20 高等学校 3 男 現場に居合わせた消防士 野球大会中ベンチで倒れる
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6　心肺蘇生法の実施による蘇生例

　学校の管理下における事故発生に際し、現場の近くにいた教師等が直ちに心肺蘇生法の実

施により、子どもが蘇生した事例は、センタ－に以下のとおり報告されている。
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Ⅴ　緊急時の対応
１　事故災害発生時の救急及び緊急連絡体制の整備

　学校の管理下において事故災害が発生した場合には、子どもの安全確保や通報など、必要

な措置を行うとともに、速やかに心肺蘇生法などの適切な応急手当が行われなければならな

い。

　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る。

　したがって、応急手当が迅速・適切にできるようにするため、学校全体の救急及び緊急連

絡体制が確立され、突然死の可能性がある場合を含めて、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る。

（１）　校内での救急及び緊急連絡体制の整備

　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には、原則として、そ

の場に居合わせた教職員が速やかに応急手当を行う。また、直ちに養護教諭や他の教職員

の応援を求める。さらに、必要に応じて迅速に救急車の出動を要請する。併せて、周囲の

状況を整え、子どもの動揺を抑える。また、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・対応を行うとともに、教職員間の共通理解、子どもへの指導、さらには、

必要に応じて、PTA、警察、報道機関等への対応を行う。

　なお、学校の管理下における児童生徒等の負傷、疾病、障害、死亡などの災害に対して、

独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、医療費、障害見舞金、死亡見舞金といった

災害共済給付を行っている。災害が発生した場合には、学校の設置者を通して速やかに給

付申請をする必要がある。

（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

　特に、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は、

あらかじめ、経路や現地における子どもの行動や交通、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。また、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。

　特に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も事前に実

地調査を行い、保護者や地域の方の協力を得て安全を確保することなども含めて、安全へ

の十分な配慮が必要であることは、言うまでもない。

　万一、事故災害が発生した場合には、状況に応じた適切な応急手当や救急車の要請等を

行う。また、子どもの人員を点検し、その掌握に努めるとともに、子どもが動揺しないよ

うに冷静な態度で的確な指示を与える。引率責任者は、その状況及び対処の概要を学校へ
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急報する。学校は、それを受け、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

講じる必要がある。

（３）　緊急事態発生時の対処及び救急連絡体制の一例

　緊急事態発生時に迅速・適切に対応するためには、次のような対応の例が考えられる。

各学校の実情等を考慮し各学校で工夫するとともに、教職員の共通理解を図るための研修

や訓練を実施し、機能できるようにする必要がある。
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《方　針》

　１．児童生徒等の安全確保、生命維持最優先

　２．冷静で的確な判断と指示

　３．適切な対応と迅速正確な連絡、通報

事件・事故災害発生

発　見　者

・発生した事態や状況の把握

・不審者等の侵入防止や退去のための対応、児童

　生徒等の安全確保

・傷病者の症状の確認（意識、心拍、呼吸、出血等）

・心肺蘇生法などの応急手当（現場で直ちに）

・協力要請や指示

＊必要と判断したら速やかに110番、119番通報

近くの教職員

又は

児童生徒等

養護教諭
校　長

（副校長・教頭）
教　職　員

「救急対策本部」

指示

報告

指示

報告

直ちに

設置

通報

状況報告

＊校長が不在の場合もあり、全教
職員で手配を要する場合を共通
理解し、当面した者が手配でき
るようにしておく。

警察や救急車の出動要請

（110番） （119番）

医療機関

付添

急行 付添者は逐次状況報告

搬送

処　　置（必要な場合）

保護者へ連絡対応

　　＊迅速、誠意

教職員への対応

　　＊共通理解

学校医への連絡

　　＊助言協力要請等

児童生徒等への指導等

　　＊冷静に

教育委員会への連絡

　　＊逐次速やかに

警察への対応連絡

　　＊協力要請他

報道機関への対応

　　＊窓口の一本化

その他必要な対応

＊この例を参考に、遠足、旅行、宿泊訓練、大

会参加等の校外の教育活動中の事故や不審者

等による犯罪の発生など、様々な事態の際の

救急及び緊急連絡体制を確立しておく。

＊重大な事件・事故災害発生の場合

参考：安全教育参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」平成22年３月発行
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緊急事態発生時の対処及び救急連絡体制の一例
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事件・事故への対応に関するチェックリスト（参考例）

○○○立□□□学校　　　

〔事件・事故の概要〕

負傷児童生徒等… 学年… 組… 氏名… 男・女

発生日時… 平成… 年… 月… 日（　）　時… 分頃

発生場所

発生状況

負傷の程度

〔保護者に対して〕

□　保護者に誠意を伝えたか。

□　事件・事故発生状況を説明したか。

□　欠席に関する取扱いについて説明したか。

□　入院期間を確認したか。

　　　（退院予定日：平成　　年　　月　　日）

□　病院への見舞いや家庭訪問は行ったか。

□　…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ついて説明した

か。

〔教育委員会に対して〕

□　事件・事故報告の一報はしたか。

□　事件・事故報告書は提出したか。

□　その後の経過報告はしたか。

〔その他〕

□　再発防止策は検討しているか。

□　学習面のフォローは行っているか。

□　独立行政法人日本スポーツ振興センター等関係諸機関への手続は済ませたか。
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事件・事故報告第一報（参考例）

1　事件・事故の概要

　学校名… 電話

　負傷児童生徒等… 学年… 組… 氏名… 男・女

　発生日時… 平成… 年… 月… 日（　）…… 時… 分頃

　発生場所

　発生状況

　負傷の程度

２　事件・事故の場面と種類

　　〔保健体育授業時・体育的行事・部活動・その他（　　　）〕中の事件・事故

３　事件・事故後の対応・応急手当

４　保護者への連絡等

５　入院の有無（入院・帰宅・その他）

　病院名… 電話

６　その後の経過

７　行政関係の指導助言等

　○　保護者への対応について

　○　報告書の作成について

　○　その他の必要な事項について

８　その他

●　報告者等

報告日時… 平成… 年… 月… 日（　）… 時… 分頃

報告者… 校長… 教頭

緊急連絡先

報告方法… 電話・文書・来訪… 受付者　　　　　　　　　　　　



図１　心拍数・酸素摂取量関係図（小学校高学年児童）と運動強度区分及び強度別運動例

表１　心拍数からみた運動強度
〔出典：学校心臓検診の実際（平成20年改訂）　財団法人日本学校保健会〕

運動強度 小学生・中学生 大　人

安静時 70−90拍/分 60−80拍/分

軽い運動（日常生活を含む） 90−150拍/分 80−130拍/分

中等度の運動 150−170拍/分 130−150拍/分

強い運動 170−210拍/分 150−200拍/分

短時間の激運動 180拍/分 170拍/分
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運動強度の表示法
身体運動の強度には次の３つの種類がある。

１　物理的強度

　これは、単位時間当たりの仕事で表される。一般に、kg・m/分、cal/分、馬力（H.P.）、

ワット（watt）などが用いられる。

２　心理的強度

　これは、運動強度を「軽い」「楽だ」「つらい」「きつい」というように、本人の感覚

的なものを尺度として示すものである。

３　生理的強度

　この強度は、単位時間当たりの消費エネルギーで表されるが、基本的には単位時間当

たりの酸素需要量、あるいはそのカロリー換算値（酸素１ℓはおよそ５calに相当する。）

が用いられる。生理的強度の指標としては、一般にエネルギー代謝率、相対酸素摂取量、

心拍数が用いられる。

競走的持久走
はやい持久走
普通の持久走

おそい持久走（おそいかけ足・ジョギング）

はやい歩行（非常におそい持久走）
ややはやい歩行

普通歩行
日常生活 軽い運動 中等度の運動 強い運動

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

酸素摂取量（％VO2max）

心
拍
数
（
拍
／
分
）

200

180

160

140

120

100
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　ウォーミングアップとクーリングダウン
　運動前後を含む運動中の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。

１　体温を上昇させる

　運動をすることで体温や筋温（筋肉の温度）が上昇し、柔軟性がよくなります。また、

関節のもつ可動域（関節の動く範囲）をその人のもつ最大限まで高めることができま

す。

２　適応性を高める

　ウォーミングアップを行わずに高いレベルの運動をすると、心肺機能や筋肉などに大

きなストレスがかかってしまいます。すぐに対応できないため、けがの原因になりやす

く、これを予防する効果があります。

３　心理的な準備

　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、軽いジョギングや体操のあとにストレッチング、マッサージ

などを行い、その後、競技に合った軽い運動を行います。体の温度が高まってから、ス

トレッチングやマッサージを行うようにしましょう。

　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るものであり、特に自律神経のバランスの乱

れが関係しています。

　これを防ぐためには、激しい運動後に直ちに安静するのではなく、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。

４　亢進している機能を安静状態へ

　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言え

ませんが、一般的には次のような運動の組合せを、合計５分間も行えば十分でしょう。

　①　１～２分間の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等
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