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はじめに 

 

 北海道では、高次脳障がい者の方の支援のために、平成１８年度から、国の診断基準

や訓練プログラムを踏まえ、支援拠点医療機関や委託事業者による支援体制の整備を進

めています。 

 帯広保健所においては、平成１９年度に高次能機能障がい者支援対策を重点事業とし

て取り組みを開始し、「高次脳機能障がい者支援対策会議」を設置し管内の６４歳以下

の高次脳機能障がい者の実態調査を行いました。その結果から、年齢により受傷原因が

違い、受傷原因により症状が違うという障害特性のため、若年では学校への復学や就労

が、中年では職場復帰への支援が重要であることがわかり、高次脳機能障がい者の支援

には保健医療福祉関係者のみならず、就労、介護、教育関係者も含む地域のネットワー

クの必要性が示唆されました。 

そのため、地域住民への講演会や保健医療福祉関係者への専門研修会を実施するなど、

高次脳機能障害の正しい知識の普及啓発に努めるとともに、当事者のつどいや家族学習

会を開催し、医療職や福祉、就労等の多職種、さらには障がい者本人や家族も関与した

取組みを進めてまいりました。さらに、平成２１年度には相談支援者向けの手引きを作

成し、地域の相談支援体制の充実を図りました。 

また、平成２２年度から開始した関係者による事例検討会において、子どもの高次脳

機能障害事例検討を実施し、家庭や学校における支援体制を整えるためには、教育現場

と保健・医療・福祉機関が相互に連携することが必要と考え、今般の「子どもの頭部受

傷・高次脳機能障害実態調査」を医療機関、保健福祉行政、小中学校を対象に実施する

こととしました。 

この調査結果から、高次脳機能障がい児（者）の支援は、医療機関と保育・教育機関、

地域保健福祉行政との連携をシステムとして確実にしていくだけではなく、予防的活動

を地域全体に広めることが重要であることがわかりました。今後は、高次脳機能障害の

予防への取組みを保健と教育の協力を更に強化して、高次脳機能障がい児（者）の対策

を進めてまいります。 

この実態調査報告書が、高次脳機能障がい者支援に携わる多くの方々の参考となれば

幸いです。 

 

平成２４年７月 

 

                     北海道帯広保健所長 相田 一郎 
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子どもの頭部受傷・高次脳機能障害実態調査報告書の概要 

 

当所の高次脳機能障がい者支援対策は、これまで成人を対象に実施してきたため、子どもの

高次脳機能障害の状況については実態が掴めていなかった。 

 そこで、管内１市 16 町２村の子どもの頭部受傷状況と高次脳機能障害について、医療機関、行政機
関、小中学校への調査を実施し、今後の支援体制のあり方を検討した。 

 

その結果、医療機関を受診する子どもはどの年齢においても、頭部打撲・頭部外傷で受診し

ている数が多く、特に三歳未満の受診数が多かったこと、頭部受傷の学校での状況は、小学校

と中学校では受傷時とその程度が異なり、頭部受傷に関する受けとめと対応に濃淡があったこ

と、行政と医療と教育の連携した相談への対応例は極めて少ないこと等、様々状況がわかった。 

 

 このことから、以下５点について今後の対策に向けた現在の課題として、関係者間で確認が

出来た。 

１ 軽度脳震盪に臨場した場合、根拠を持った対応が必要であり、特に中学校では教員全体が

軽度脳震盪の対応を習得することが望まれる。 

  どの年齢にも起こりうる軽度脳震盪に臨場した際に、適切な初期対応を行い冷静に必要な

経過を見守ることが出来る為の学びが必要である。 

２ 予防できる頭部受傷を減らし、重大な受傷を起こさない環境作りが必要である。 

  頭部受傷の機会はあることを前提に、可能な限りの受傷予防と、二度目の受傷によって損

傷を大きくさせない取り組みが必要である。 

３ 高次脳機能障害の支援が必要な子どもに早期介入できる知識の普及が必要である。 

  子どもに関わる支援者が、高次脳機能障害について知っていることが支援の必要な子ども

に良い関わりを行うことが出来るきっかけになるので、高次脳機能障害に関する啓発が必要

である。 

４ 頭部の受傷経験の情報を継続的に記録し、必要時に役立つ情報として活用できる適切な情

報管理の具現化が必要である。 

  頭部を受傷した経験は、生涯にわたる重要な情報の一つとして理解され、その情報を簡単

に記録でき、適切に保管出来る方法の検討が必要である。 

５ 子どもの高次脳機能障害の対策は、教育的困難、精神障害、家族関係の崩れ、経済的問題、

社会適応への問題等多岐に渡ると認識し、多くの専門職域で連携協働したチーム的な体制を

創る必要がある。 

  担当する職域や職種を超えた包括的支援が必要となるため、チーム的な関わりが持てる体

制を必要としている。 

 

今後は、医療機関と保育・教育機関、地域保健福祉行政との連携を、システムとして確実に

していくだけではなく、予防的活動を地域全体に、有効に受け入れてもらうための支援と、成

長を見守る長期的関わりを保障することができる支援体制をつくる必要がある。 

また、子どもの高次脳機能障害の対策は、住民が自らの健康な暮らしのために生かす知識を

習得することで、健康を損なう可能性の高い重大な受傷を予防し、他者の健康状態に関心を寄

せ、気遣う意識を高める活動につながる重要な事業とも考えられ、市町村とともに実施してい

く必要性があることが考えられた。 
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子どもの頭部受傷・高次脳機能障害実態調査報告書 

 

 

 

北海道帯広保健所管内は、北海道の南東部に道土約 5 分の 1 の面積を有し、1 市 16 町 2 村で

構成されている。管内総人口は約 35 万人、年齢別人口では 65 歳以上は 24.7％、14 歳以下が

13.2％となっている。（平成 23 年 12 月 31 日現在） 

当所の高次脳機能障がい者支援対策は、平成 19 年度に管内関係機関に高次脳機能障害の状況

について調査（回収率 65.6％）を行い、64 歳以下の高次脳機能障がい者 116 名の実態を把握し、

平成 21 年度に支援者向けの相談支援手引きを作成している。しかし、いずれも成人を対象にし

ていたため、子どもの高次脳機能障害についての実態が把握できない状況にあった。 

 平成 22 年度に新規事業として実施した高次脳機能障がい者支援事例検討会では、子どもの高

次脳機能障害は、個性や発達状況等の見立てから、症状として見極める際の程度の判断が解り

づらく、障害としての支援を困難にしていることや、生活時間の多くを学校で過ごしているも

のの、学校と家庭と医療を連携させた支援がうまく進まないといった事がわかった。 

受傷による危機的状態を脱した後は、義務教育期間であれば元の所属に復学することとなる

が、症状が受傷後数年経って出現する事が少なくなく、医療との繋がりが終了している場合、

本人や家族の困り事を支援するきっかけが得にくいとの声もあり、本人や家族に身近な地域の

関係者が、状況を見定め、支援介入ができる仕組みが必要と考えられた。 

そこで今回、子どもの高次脳機能障害の実態と、関係機関による支援の状況について調査を

実施し、今後の支援体制のあり方を検討していくこととした。 

 

＜用語の定義＞ 

＊頭部外傷 頭に外から力が加わることで、頭の皮膚、頭蓋骨、脳の損傷を来す事 

＊頭部受傷 頭の皮膚、頭蓋骨、脳に傷を受ける事。必ずしも外力によるものに限らない。 

 

 

 

Ⅰ 目的 

 

１ 高次脳機能障害となった子どもが、安心して生活できるための支援体制を考えることがで

きる。 

（1）地域の子どもの高次脳機能障害の教育・医療・地域の支援の現状を確認する。 

（2）子どもの高次脳機能障害支援を行う、教育・医療・地域の関係者が必要としている連携先

とその方法を把握する。 

 

２ 高次脳機能障害を持つ子どもの地域生活や社会復帰を支援するために、身近な地域の関係

機関における支援内容の充実と強化を検討する題材となる。 

（1）調査をきっかけに、子どもの高次脳機能障害とその支援について知る機会となる。 

（2）高次脳機能障害を持つ子どもを支援するために、今後必要としている支援内容について把

握する。 
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Ⅱ 方法 

 

１ 調査の対象 

  

十勝管内の 15 歳以下の子どもの高次脳機能障害に関する状況を把握するため、医療機関及び

保健福祉関係行政機関には調査票の郵送による調査を実施。また、市内小中学校には、教員に

対する聞き取り調査を実施した。 

 

区分 調査関係機関 具体的な調査内容 

医療機関 

 

郵送調査 

管内救急告示病院 21 

小児科標榜医療機関 35（救急告示病

院との重複及び、保健センター・巡回

診療所等の 20 か所を除く） 

精神神経科・脳神経外科・リハビリテ

ーション科を標榜する医療機関のう

ち、高次脳機能障がい者に対する診療

を行っていると回答のあった医療機関

7（救急告示病院との重複 11 か所を除

く）      

（計 63）

頭部受傷及び脳疾患診療数・程度・経

過・転帰、他機関との連絡連携の有無

とその先、退院時に地域に向けて関わ

る院内職種、連携先となる関係機関及

び関係職種の把握、関係機関及び関係

職種との連絡連携の状況 

保 健 福 祉

関 係 行 政

機関 

 

郵送調査 

管内市町村保健福祉担当者 

 

障害福祉担当係 19  

保健相談担当係 19 

      （計 38）

他機関との連絡連携の有無とその先、

関係機関及び関係職種との連絡連携の

状況、対応困難事例に対する頭部受傷

既往情報の確認・活用状況 

小中学校 

 

聞 き 取 り

調査 

帯広市街の小学校及び中学校より抽出 

 

中学校 10 校 

小学校は中学校区より１校無作為抽出 

             （計 20）

高次脳機能障害症状を有する生徒の状

況とその対応状況、他機関との連絡連

携の有無とその先、関係機関及び関係

職種との連絡連携の状況、対応困難事

例に対する頭部受傷既往情報の確認・

活用状況 

 

２ 調査実施期間 

  

平成２３年８月３０日から９月２７日まで 

 

３ 郵送調査回収状況 

 

(1)医療機関  

配布６３、回収６２、回収率９８．４％ 

 

(2)保健福祉関係行政機関  

障害福祉担当係 配布１９，回収１４、回収率７３．７％ 

保健相談担当係 配布１９，回収１７、回収率８９．５％ 
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４ 小中学校聞き取り調査の状況 
 NPO 法人コロポックルさっぽろ就学（準備）支援コーディネーターの協力を得て、調査対象校

へ直接伺った上で、校長、教頭、養護教諭、特別支援コーディネーター学校代表等から各学校

概ね１時間の聞き取り調査を行った。（計 20 校） 

 

 

Ⅲ 結果 

 
１ 医療機関郵送調査 

平成 22 年 8 月 1 日から平成 23 年 7 月 31 日の期間における 15 歳以下の受診について調査を

行った。 

 

（１） 受診数 

頭部受傷により外来（救急を含む）受診した、15 歳以下（平成 8 年 4 月 2 日以降出生者）

の子どもは、1,053 名いた。性別は女子は 374 名（36％）、男子は 679 名（64％）であった。 

  
 

（２） 受診者の年齢 

   年齢を 1 歳未満、１歳から３歳、４歳から６歳、７歳から９歳（以下小学１年生から３

年生とする）、10 歳から 12 歳（以下小学校４年生から６年生とする）、13 歳から 15 歳（以

下中学生とする）に区分したところ、1 歳から 3 歳が最も多く、次いで 4 歳から 6 歳、小

学 1 年生から 3 年生であった。 
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（３） 頭部受傷の状態像 

男子、女子ともにどの年齢区分においても、その他（頭部打撲、頭部外傷）が 931 名と

多く、全体の 88.4％を占めていた。 

  

 

 

男子では、その他（頭部打撲、頭部外傷）が 604 名と一番多く、次いで、脳腫瘍 25 名、

脳血管障害 14 名、外傷性脳損傷 13 名、脳炎・脳症 5 名、低酸素脳症 3 名であった。 

女子は、その他（頭部打撲、頭部外傷）が 327 名と一番多く、次いで、脳腫瘍 24 名、脳

血管障害 15 名、外傷性脳損傷と脳炎・脳症が同数 3 名、低酸素脳症 2 名であった。 
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（４） 転帰（2 つの医療機関を除く） 

15 名の受診者の転帰は、治癒 4 名、軽快 11 名であり、全件で主症状＊１、巣症状＊２、社会

行動障害＊３、身体障害＊４は「なし」であった。15 名の歩行状態は乳児を除く 14 名が屋内外

とも独歩であり、この受診者について他機関への連絡は「なし」であった。 

   

＊１ 主症状は、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・病識欠如 

＊２ 巣症状は、失語・失認・失行・易疲労性 

      ＊３ 社会行動障害は、依存性・退行・感情コントロール低下・対人拙劣 

コミュニケーション障害・固執性・意欲発動性の低下・抑うつ 

        ＊４ 身体障害は、右片麻痺・左片麻痺・単麻痺・運動失調・嗅覚障害・視覚障害 

聴覚障害 

 

（５） 他機関への連携連絡について 

15 歳以下の子どもの頭部受傷者について、他機関に連絡・連携をとった事が「ある」事例

は 11 名、「ない」は 51 名であった。 

連絡・連携を取ったタイミングについては、入院時に２名、入院中４名、退院時２名、通

院中２名、通院医療終了時１名、その他４名であった。（複数回答可） 
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連絡先としては、院内他科２件、管内他院（急性期病院へ）８名、管内他院（地元医療やリ

ハビリ対応の病院へ）２名、管外他院（診断可能な病院へ）２名、市町村１名、児童相談所１

名、学校等教育機関と保健所については０名であった。（複数回答可） 

その連絡の際、対応した職種は医師が１１名，看護師２名であり、連絡方法は電話が 11 名、

FAX１名，書面 5 名であった。（複数回答可） 

 

  

 

相談・連絡を受けた時点で 15 歳以下の、通院医療が終了した頭部受傷者の相談連絡を受けた

事があるかという設問に「ある」と回答した医療機関は４カ所あり、相談者は本人からが４件、

家族からが１件の相談があった。相談には、医師が３件，看護師が２件の対応を行っており、

電話４件（電話後に FAX 使用１件含む），書面１件の方法で受けていた。 
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２ 保健福祉関係行政機関郵送調査 

 

（１） 障害福祉担当係 

 

回答を担当した職種は、事務職 12 名、保健師２名であった。 

   

 

担当者が今までに、15 歳以下の頭部受傷者について他機関に連絡・連携を取った実績はなか

った。 

 

通院医療の終了前に、15 歳以下の頭部受傷者の相談・連絡を受けた事が「ある」機関は１ヶ

所であり、通院医療の終了後の相談・連絡を受けた事はなかった。 

  

 

日常業務において、15 歳以下の発達障害（疑い含む）の対応が難しい事例に対し、過去の頭

部受傷経験を確認することが「ある」と回答した機関は１ヶ所であり、当所より送付している

「高次脳機能障がい者支援の手引き（平成 22 年 3 月）」を日常業務で使用している機関は６ヶ

所（42.8％）であった。なお、頭部受傷経験を確認することが「ある」と回答した１ヶ所は、

「高次脳機能障がい者支援の手引き」を日常業務で使用していた。 
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（２） 保健相談担当係 

 

回答を担当した職種は、保健師 16 名、理学療法士 1 名であった。 

  
 

 

担当者が今までに、15 歳以下の頭部受傷者について他機関に連絡・連携を取った事を「あり」

と回答したところは１ヶ所あり、当保健所と電話で連絡・連携を実施していた。 
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通院医療の終了前に、15 歳以下の頭部受傷者の相談・連絡を受けた事が「ある」ところは２

ヶ所であり、本人・家族からの相談を理学療法士から発信されたものと、管内小児科医療機関

の医師からによるものであった。方法はいずれも電話によるものであった。 

  

 

 

通院医療の終了後に、15 歳以下の頭部受傷者の相談・連絡を受けた事が「あり」と回答した

ところは１ヶ所あり、医療終了後約３年経過したケースについて理学療法士が電話で相談・連

絡を受けていた。 

  

 

 

過去の頭部受傷経験を確認することは３ヶ所が「ある」とされ、当所が送付している「高次

脳機能障がい者支援の手引き」を日常業務で使用している機関は３ヶ所（17.6％）であった。

頭部受傷経験を確認することが「ある」と回答した機関は全所で手引きの使用が「ない」と回

答しており、手引きの使用が「ある」と回答した３ヶ所は、頭部受傷経験を確認することが「な

い」と回答していた。 
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３ 市内小中学校聞き取り調査 

 

（１）小学校 

 

  ア 平成２２年度における頭部受傷児童数 

 

   各校で保健室を利用した頭部受傷児童の数は 233 件であり、養護教諭の判断等によって

医療受診となった数は 38 件であり、主な受診先は管内の脳外科と小児科を標榜する総合病

院であった。 

  

   

イ 受傷時 

 受傷状況が明らかな 17 例の状況は、休み時間 13、授業活動中 2、下校中１、レクレーシ

ョン活動中１であった。 

 

 遊びの活動中に、不注意から子ども同士がぶつかり転倒したり、壁や扉、固定遊具にぶ

つかる事例が多数聞かれた。 
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ウ 頭部受傷に関する受けとめと対応 

1 校あたりの報告数は、一桁から 60 件と幅があり、報告数が少ない学校は、「たいした

事がないことが殆ど」「ちょっとしたものは多い」といった表現が使われている状況にあっ

た。 

また、報告数は少ないが、１例ずつ詳細に状況を把握し、その全件が脳外科受診してい

る学校もあった。 

 

   頭部受傷時の対応では、必ず脳外科を受診することとし、その際の受診は、「親に連絡を

取り病院に向かってもらう事と平行し、学校からタクシーを使い職員が必ず付くようにし

ている。」「在校時間中は経過を見てもらうよう指導し、当日の状況だけでなく、翌日大丈

夫かを確認している。」「転倒の場合は、病院に行くようにし、受傷後６時間は安静を保ち、

安静時間が下校時間に係る場合は保護者に安静時間と観察のポイントを書いたリーフレッ

トを渡している。」「翌日登校したら、状況観察のため保健室に来る事にしている。」といっ

た具体的な対応を、養護教諭が中心となって実施している学校が 3 校あった。 

 

エ 高次脳機能障害の原因となりうる受傷の有無 

高次脳機能障害の原因となりうる受傷は6件あり、内訳は交通事故4（うち自転車事故2）、

脳血管疾患 1、スポーツ中の頭部外傷 1 であった。 

   

 

オ 過去の頭部受傷経験の確認 

過去の頭部受傷の経験を保護者に確認する事があるかどうかについては、「確認してい

る」と回答した学校は 1 校であった。 

他の学校については、就学時健康診断での病歴、児童や家庭環境状況を確認する調書、

保健室で保管される健康に関する個別の調査個票などの「特記事項」に記載されているか

どうかで確認しているとされていた。そのなかで、1 校が健康に関する個別票に「てんか

ん」「けいれん（ひきつけ）」「交通事故」と項目を明記し、既往を確実に把握する方法を取

っていた。 
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カ ある時点を境に指導に対応の困難さを感じる児童の有無とその対応 

ある時点を境に指導に対応の困難さを感じる児童については、どの学校も、通常学級に

数名は「いる」が、発達障害として特別な教育的関わりで対応していると回答している。

また、その後高次脳機能障害であることがわかった児童がいた学校が１校あった。 

通常学級でクラス担任が対応している場合、特別支援コーディネーターに支援や個別観

察を依頼するなどして対応していると回答した学校が 6 校ある他、昼休みや中休みに特別

支援コーディネーターが、全校児童とふれあう時間と場を積極的に企画し、観察と指導に

よる支援を行っている学校が 1 校あった。 

 

キ 校内の相談・連携 

校内で行われる教員同士の相談・連携の場としては、児童理解交流会や生徒指導交流会

議など名称は様々ではあるが、各学校にある既存の会議で実施されており、構成メンバー

は、全校教員としている学校や、管理職とコーディネーター、学年団で実施している学校

など、各学校によって異なっていた。 

 

  ク 校外の対応について 

校外の他機関への相談については、管内の児童精神科を持つ病院に、保護者の了解のも

と担任や教頭が相談や連絡を取ったり、受診同席するなど、直接教員が医療関係者と繋が

る方法を挙げた学校が 2 校あった。他は、家族が相談行動をとれるように促し、結果と状

況を保護者から確認する方法を取っていた。 

 

ケ その他 

頭部受傷にかかわる事象として挙げられた内容としては、「手を着かずに転ぶ子」や「前

転時に手を着かない子」、「何もなくても転ぶ子が多い」といった子どもの現状と、人対人

での転倒が多く、落ち着かない校内状況が影響する受傷と捉え、廊下を走らないための工

夫が検討され、実践している学校があった。 
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(2)中学校 

 

ア 平成２２年度における頭部受傷生徒数 

各校で保健室を利用した頭部受傷生徒の数は 35 件であり、養護教諭の判断等で医療受診

となった数は 13 件であり、主な受診先は管内の脳外科、外科系の病院であった。 

   

 

イ 受傷時 

受傷状況が明らかな 24 件の状況は、多い順に、授業活動中 16 件、部活動中 4 件、休み

時間 2 件、登下校中 2 件であった。 

授業においては、スケート授業中の転倒が４校で 6 件、体育祭練習が 2 校 6 件、部活動

中では 3 校 3 件がバスケットボール部の受傷を挙げていた。 

    
 

ウ 頭部受傷に関する受けとめと対応 

頭部受傷による保健室利用数は 0 件と回答する学校が 3 校ある一方で、利用ありと回答

した学校からは、受傷時の状況が話される際に、「高さ」や「勢い」があって「派手に」受

傷する事の危機感と心配が挙げられていた。 

  

頭部受傷時の対応では、必ず脳外科を受診することとしている学校が 1 校であった。生

徒が自分で状態や状況を説明することも可能なため、「何かあれば受診するように」と助言

する場合が多いとされていた。 
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エ 高次脳機能障害の原因となりうる受傷の有無 

高次脳機能障害の原因となりうる受傷は 4 件で、内訳は交通事故 3 件（うち自転車事故

1）、脳腫瘍 1 件であった。 

   

  

 オ 過去の頭部受傷経験の確認 

過去の頭部受傷の経験を保護者に確認する事があるかどうかについては、すべての学校

で「ない」としていた。 

 

カ ある時点を境に指導に対応の困難さを感じる児童の有無とその対応 

ある時点を境に指導に対応の困難さを感じる児童の情報があるかについては、9 校で数

人は「いる」としているが、小学校からの引継ぎがされているため、中学校在学中に初め

て挙がってくる生徒は殆どないとしていた。しかし、小学校からの情報は得やすくわかり

やすいが、幼少期の情報が入りづらいことが挙げられていた。特に高次脳機能障害の症状

を検討することが出来るような項目はなく、書く者と見る者が同じ意識を持っていなくと

も、書きやすい文言や枠組み、書式をもって必要な事柄が引き継げる事は必要と話されて

いた。 

 

 キ 校内の相談・連携 

校内で行われる教員同士の相談・連携は、生徒指導会議や職員会議など既存の会議で実

施され、構成メンバーは、全校教員とするところが 1 校の他、学年団や管理職と担任で行

っている学校が 4 校であった。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ーに相談し、助言を受けていると回答のあった学校が 2 校あった。 

 

ク 校外への対応 

他機関への相談については、管内の病院（児童精神科）が主であり、保護者の了解のも

と、担任や教頭が相談や連絡を取ったり、受診に同席する等、直接教員が医療関係者と繋

がる方法を挙げた学校は 4 校。しかし、親が了解していても、医療機関側が保護者以外に

情報を出せないと断られたケースや、保護者が外部に相談で繋がることを受け入れないケ

ースも挙げられ、情報管理への配慮について挙げていた学校が 2 校あった。 
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ケ その他 

頭部受傷にかかわる事象としては、「教科毎に教員が変わり、一人の生徒にたくさんの教

員がかかわるため、観察の継続や、状態像の見立てを共有する配慮が必要となること」や、

「幼少期に集団で組み合ったやり取りや力の加減を知る場面が少なく、グループ遊びや身

体を使う遊びをしないまま大きくなってきた生徒の状況」や、「頭が大切だということ、頭

は危ないという意識が備わっていないこと」が挙げられていた。 

一部の生徒に自転車の通学を許可している学校があり、また、総ての学校では部活動に

伴う移動に自転車を利用することが認められているが、ヘルメットの装着を義務づけてい

る所はなかった。 

アイスホッケーの授業に関しては、ヘルメット着用が規定されていない学校、ヘルメッ

トの着用は定めているが、バイザー付きヘルメットで良いとする学校、フェイスマスクを

必ず着用する事としている学校など、対応はさまざまであった。アイスホッケーの授業中

は、競技の特性から転倒やぶつかり合いは避けきれないことから、ハイスティックの禁止

を徹底し、教員による指導監督を厳しく行うなど、他の授業よりも頭部受傷の事例が多い

ため気を付けていた。 
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Ⅳ 考察 

 

１ 軽度脳震盪に臨場した場合、根拠を持った対応が必要であり、特に中学校では教員全体が

軽度脳震盪の対応を習得することが望まれる。 

 

子どもが頭部を受傷した時、医療機関を受診する行動までには、多くの場合大人が状況と程

度について判断し、受診行動に至っている。 

受診件数が多いか少ないかについては、比較データを得られていないため判断困難であるが、

受診までには至らず、自宅ないしその場で経過観察し、受診しないケースも少なくないと考え

ると、子どもが日常生活の中で頭部を受傷する体験は多いと推測できる。 

 脳は一般人が眼で見て傷の状況を判断できるものではないため、「何となく」「泣いたから」

「たんこぶができたので」という曖昧な物差しで測るしかない状況であり、不安を残しつつ対

応している。ケガの手当や救命処置についての普及啓発は、近年の災害対策への関心もあり、

研修やメディアを含め実践的な対応方法を学ぶ機会が増えているが、「頭を大切にする」意識づ

けにつながる研修を、当所では実施してきていなかった。 

  

小中学校の聞き取り調査の中では、「頭のケガには神経を使っている。」「後から何かあったら

大変なので、必ず病院に一度連れて行っている。」「他のケガとは異なり扱いを丁寧にしている。」

「頭をケガした場合の対応について独自に検討している。」とする学校と、「泣いたので大丈夫。」

「たんこぶが出来たので安心。」「子どもは案外大丈夫。」「子どもじゃなかったら大事でした。」

といった回答もあり、頭部受傷に対するとらえ方の違いや、意識の濃淡が感じられた。 

 頭を打った時、保健室での安静・経過観察のとり方と、帰宅時に保護者宛ての文書を渡し頭

部を受傷したことについて知らせ､家庭で何を観察するかを示し、翌朝保健室に寄ってもらう取

り組みを独自に定め徹底対応している学校があり、意識を失わない軽度脳震盪に対する関心の

高さと、対応を取り決めて関わるくらい、学内での頭部受傷件数があるという事実も知ること

ができた。 

 

養護教諭が対応する場合は、医学的知識や看護的視点が生かされ対応されているが、中学校

での頭部受傷の場合は、受傷が授業中や部活動中といったケースが多いため、養護教諭以外の

教員が現場で判断し対応する事が多いと思われる。 

受傷時は状況や状態について適切に説明する必要もあるので、健康危機管理への関心が高い

運動部の顧問や体育科教員だけではなく、教員全体が根拠に基づいた判断と対応について知っ

ておく事が重要と考えられる。校内研修等の機会を得て「頭部受傷時には脳がどの様な状態に

なるのか」「頭部受傷時には何を観察し」「どの様に対応するのか」を理解するために、脳の仕

組みを知り、受傷時には適切に初期対応し、過度の心配を持たず冷静に必要な経過を見守るこ

とができる為の情報提供を行う必要がある。 

 

また、軽度脳震盪は、どの年齢においても起こりうることなので、頭部を受傷した時の観察

や対応を実施できる知識と技術を習得することは、保護者や教員だけでなく、子ども自身も年

齢の理解度に合わせて学ぶことは必要と考える。 
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２ 予防できる頭部受傷を減らし、重大な受傷を起こさない環境作りが必要である。 

 

医療機関の調査では受診の年齢から見ると、三歳未満の子どもの受診数が多いことがわかっ

た。三歳未満の子どもは保育所に所属する子ども以外、日中家庭において保育されている環境

であるため、受傷時には主に母親が傍にいる事が考えられる。 

 体型的な特徴や運動機能発達の面からも、乳幼時期の子どもは崩したバランスを立て直しづ

らく、頭部を受傷する機会が多い。知的発達の面からも、好奇心が旺盛で活動が活発になり、

様々な経験を積む必要があることから、頭部に限ったことではなく、ケガが多くなる。 

そこで、頭部を受傷することは「ある」ことを前提にし、自立歩行が始まるころを目途に、

受傷時の観察と判断、対応に生かされる基本的な知識を、保護者に対して普及啓発していくこ

とが必要と考えられる。 

  

近年盛んな少年団やジュニアチームなどは、10 歳頃から各種競技スポーツが開始され、たく

さんの練習量と内容をこなし、技術と体力の向上を目指している。 

しかし、そういった競技スポーツで優秀な成果をあげている子どもの中でさえも、手をつか

ずに転ぶ子どもがいたり、顔面から転ぶ状況があることを事例として知ることができた。スポ

ーツを習いごととして始めるため、ハイハイから始まる順を追った一連の身体の動きと、危険

予測が身に付いていない状況が危惧され、「うまく転んでもらえるといい」という意見が出され

たように、幼少期の遊びの工夫や、心身の育ちをサポートし子どもの身体の動きについての啓

蒙活動が、子ども自身が頭部を守り大切にすることにつながり、高次脳機能障害を予防する力

になるであろう。 

 

また、小中学校の聞き取りでは、学齢によって頭部の打ち方の状況が違うことが聞き取れた。 

小学校は休み時間に遊びの延長から子ども同士のぶつかりによるものが多いが、中学校は組

み体操での転落や、部活動での激しい接触により転倒し受傷する事例が多く、動きが激しく危

険性も高い状況にあった。特にバスケットボールやアイスホッケー、サッカーなどのコンタク

トスポーツにおいては、具体的に頭部受傷の事例が挙げられていた。 

自分で自分の身を守るための予防教育はもちろん必要ではあるが、予防しきれない受傷もあ

るので、頭部を受傷した際のチェック項目など、最低限の統一したものがあると保護者へ状況

説明する際に役立つだろう。 

今回意見交換の中で、日本ラグビーフットボール協会の国際規定採用について話題とし、練

習中であっても脳震盪又は疑いの子には３週間復帰させず再受診を義務づけ、19 才以下の子ど

もには特段の配慮を持ってより丁寧な練習復帰への手順が順守されていることを取り上げたが、

意識障害を起こさない軽度脳震盪であっても頭部への衝撃がもたらす影響に配慮し、直後に２

度目の受傷が損傷を大きくする可能性があることを無視せず、しっかりと休ませることを関係

者で一致させ取り入れているといった意識の高さは、地域においても何らかの形で取り入れて

いく必要がある。 

 

また中学校の一部では、通学距離等の基準を満たす地域の保護者からの要請を受け、自転車

通学を許可している学校がある。通学範囲が広くなったことで、自転車通学を認めるようにな

ったが､ヘルメット着用について北海道では着用指導の歴史がないこともあり、保護者自身も自

転車でのヘルメット着用が意識されていないところがある。 

道路交通法では（第 63 条の 10）「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を

自転車に乗車させるときは、該当児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなけ

ればならない」とあるが、地域全体に自転車利用時にはヘルメットを着用する文化が根付いて

いない。 
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郡部の小学校では、少年団などに自転車を利用する時はヘルメットを着用する、スクールバ

スが運行していないところは自転車利用時にヘルメットをかぶる等の方向を示しているところ

はあるものの、手間がかかることや見た目の悪さなどを理由に、中学生では定着していないと

の意見があった。 

 

保健所で把握している事例には、自転車転倒による高次脳機能障がい者がいること、自転車

の後ろに乗っていて親が離れたときに転倒し、中学生になって高次脳機能障害とわかった子ど

もがいること等から、自転車利用時のヘルメット着用により防ぐことの出来た受傷を軽視でき

ない。 

高次脳機能障害を生じる原因となる頭部受傷のうち、頭部外傷については重大な受傷を防ぐ

対策や対応があることについて知り、その対策の有用性を理解し判断・実行できる働きかけが

重要である。 

 

 

３ 高次脳機能障害の支援が必要な子どもに早期介入できる知識の普及が必要である。 

 

中学生の受診が多い医療機関からは、病院では受診時症状が落ち着いていれば検査をしない

ことも多く、その際、再受診するように医師が言っても、症状がでないとそのまま受診しない

ことが多いと挙げられていた。 

CT を撮っても画像に出ないことがある高次脳機能障害は、受傷が軽度の場合は受診時に診断

がつかないこともあり、学校の先生が受傷後授業中に、ぼーっとしている様子を見て「おかし

い」と感じ受診したところ、高次脳機能障害と診断された子どもがいたことがわかった。    

しかし、高次脳機能障害の可能性を検討するには、頭部受傷の経験の有無についての情報が

ないと難しい。 

今回の調査では、過去に頭部受傷の経験について確認することを大多数の学校・教員が行っ

ていなかったが、確実に確認していると回答した学校で、高次脳機能障害の子どもを把握し、

その後の支援につながっている状況があった。確実に確認を実施していると回答している学校

では、中心となる教員が高次脳機能障害について、研修会などで学習をしている経験があった。 

 

高次脳機能障害と発達障害は個別の支援の方法には大きく違いがなく、応用も利くとされて

いるが、記憶や遂行機能の障害の面などでアプローチに多少の違いがある他、後天性の障害へ

の支援であるということが、発達障害の支援との最大の違いである。 

 

このことから、早い時期に適切な診断を受けることは、保護者や支援をする者が、高次脳機

能障害の視点を持ってかかわることができるため、症状の安定や症状の具体的な観察と確認が

できるメリットがあるだけでなく、目に見えづらく、わかってもらいにくい後天性の障害にあ

る子どもへの自尊心や自己肯定感・自己効力感を高める配慮や、保護者への支援を検討するこ

とができる。 

 

また、過去に頭部受傷の経験がある子どもが、必ずしも診断を受けることから始まるのでは

なく、支援者が高次脳機能障害について知っていることが、関わりの上手くいかない子どもへ

の見立てや支援体制にその知識が生かされ、高次脳機能障害の支援が必要な子どもに早期に適

切な関わりが出来るであろう。 

このため、子どもの支援者となる者は、高次脳機能障害についての知識、生活を見守る視点

と頭部受傷との関連について関心を高める必要があると考える。 
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４ 頭部の受傷経験の情報を継続的に記録し、必要時に役立つ情報として活用できる適切な情

報管理の具現化が必要である。 

 

 今回の学校聞き取りでは、小学校と中学校間の子どもの指導に関する情報の共有について、

指導要録に基づく引継ぎの実施など、共通で明確なシステムが確立され、子どもの状況につい

て確実に情報が共有されていることが分かった。 

 しかし、伝わっている情報は、学籍と指導に関する情報であるので、その時点で特別な教育

的支援が必要な子どもや、健康上特記すべき事がなければ、頭部の受傷歴に関係する内容は記

載されておらず、一人ひとりの頭部受傷に関する情報は確実とはいえない事がわかった。 

また、登下校中や学校生活で起きた出来事であれば、担任や養護教諭が状況を把握している

が、その情報が今後重要な情報となるかどうかの認識の違いによって、記述し残すということ

を含め情報の管理と保管の方法が異なってくる。さらに、家庭内の出来事であれば、学校側に

伝わっていなければ、情報が生かされない。 

就学前の頭部受傷では、現時点で特に困り感がなく「治っている」と思っている親にとって、

あえて就学後の担任に情報として伝える必要性を感じないであろうし、既に忘れてしまうほど

の過去の出来事になっているかもしれない。 

  

小中学校の聞き取り調査において、集団生活に何となくなじめていず苦労していた子に、過

去の頭部受傷経験を確認したところ、幼少期に交通事故にあっていたことを母が思い出したた

め、高次脳機能障害の症状を確認しつつ見ていくことで、その後診断がつき、高次脳機能障害

の支援を受けることができた子どもがいた。 

この事例では、高次脳機能障害について知識があり、関心のあった教員が的確に情報を収集

し、観察とアセスメントを行ったことにより、支援介入につながることができた。 

高次脳機能障害は、その子どもに応じた特別な支援があることによって症状が落ち着くため、

どの子どもに対しても個々の発達発育段階に応じた配慮や関わりが取られている保育所に所属

している時期や、就学間もない低学年時、学校での集団生活に慣れない子どもを想定した全体

への配慮と関わりを受けることによって、高次脳機能障害の子どもの症状がさほど目立たなく

経過することも多い。 

しかし、中学年以降に学習量が増え進度が早まるなどの変化や、年齢相応の集団活動が行わ

れるようになって、急に集団の中で適応出来ない子の問題として把握されることがあるため、

頭部受傷の情報が事前に「ある」か「ない」かが、生活に困難を生じたり、なじめなくなって

きた時に早く気づき支援に繋がることが出来る要件となると思われる。 

 家庭保育期間の出来事は、親が「頭部受傷歴は子どもにとって必要な情報」として捉える力

があるかによって左右されることから、保護者が今は問題がなくても、頭部を受傷した経験は、

生涯に渡る重要な情報の一つであることを認識出来る様にする働きかけが必要である。 

 

独自の取り組みとして、各校でひな形を作っている救急カードに既往歴として「交通事故」

をチェック項目に入れ、毎年記入してもらっているところがあった。このカード作成には親と

連絡が取れない時に、既往から受診対応を判断するため､必要な情報を取っておきたいとの考え

から、作成し活用しているとのことであったが、「特記事項」や「何か心配なこと」を書くよう

にするよりも、項目にチェックする方が書き易く、「けいれん（ひきつけ）」「交通事故」といっ

た過去の事象が、救急時に必要な情報になる事を意識づけることに繋がり、普及啓発の方法と

しても効果が期待されると思われた。 

  意見交換会では、家庭状況調べにおいても同様の効果を得ることが出来るのではないかとの

意見が出ていた。 
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これらの方法は、当然子どもの既往を知る事を目的に行われるものだが、年度ごとに頭部受

傷歴を確認されることで「頭部受傷の経験は情報として伝えていく必要があるもの」と認識さ

れ、意識を強化する事にも役立つと考える。 

頭部受傷の経験についての情報は、伝える保護者がその必要性を理解することが出来、簡単

に記載できるものであり、その情報が適切に保管できる方法を検討する必要があると考える。 

 

 

５ 子どもの高次脳機能障害の対策は、教育的困難、精神障害、家族関係の崩れ、経済的問題、

社会適応への問題等多岐に渡ると認識し、多くの専門職域で連携協働したチーム的な体制を創

る必要がある。 

 

子どもの頭部受傷は、骨折などと同じようにだんだん良くなっていくのではないかと思って

しまいがちである。高次脳機能障害の原因の一つである脳外傷の場合には、ケガの回復に伴っ

てある程度の改善がみられ、特に受傷後 1～ 2 年間は回復が劇的に進み、脳の受けた受傷状態の

回復に合わせて症状にも変化が見られることから、「治った」として受け止められることも少な

くない。 

しかし実際には、今までできていたことが、自分にできないことを知るという心理的なスト

レスがあり、支援が十分でないと、自信を失ったり、いつも不安で緊張し、引きこもるように

なってしまうこともあり、長い経過において二次障害として症状が出てしまうことが少なくな

い。 

子どもは社会全体の中で育てられているので、当然大人との関わりだけでなく、子どもとの

関わりの中でも育っていく。そのため、高次脳機能障害の症状によって社会への適応に影響を

もたらさないためには、周りの友達に受け入れられ、安心できる人間関係をつくり育っていく

ことが重要と考える。 

子どもにとっては周りの大人がモデルになることが必要であり、子どもたちにどんなふうに

関わるかを見せてあげられる大人の態度が大切となるだろう。 

 

子ども達の生活の場は家庭にあるため、高次脳機能障害の子どもを支援するということは、

同時に家族やその子の兄弟姉妹への支援を行うことも重要となる。親の心と体が元気でなくて

は、子どもを育てていくことが大変なのはもちろんの事だが、一般的に同じ兄弟姉妹の中で、

高次脳機能障害の子に目や手が向けられることが多くなるため、お母さん自身が悩んだり、子

どもの中で我慢したりすることがある。一人一人の子どもが大切にされた成長を保証できるよ

う、兄弟姉妹、家族への支援も大切となるだろう。 

 

また、子どもを看るために仕事を辞める母親がいたり、子どもをサポートするための支出が

増え生活自体が不安定となることがあるため、必要があれば経済面での支援も検討する必要が

ある。 

市町村は、地域住民のニーズを身近なところでいち早く把握し、特に住民の健康に関する保

健師の活動は住民に浸透しており、新生児訪問や乳幼児健康診査などでは、環境要因を含め広

く発達に関するアセスメントをし支援を行ってきている実績があるので、既存事業の中で高次

脳機能障害支援の取り組みを取り入れ、検討できる事業があると思われる。 

今回の保健福祉関係行政機関への郵送調査では、障害福祉担当係、保健相談担当係共に、高

次脳機能障害の子どもについて支援している所は限られていたが、地域の生活を基盤に支援し

ている市町村の福祉行政、保健行政が、専門職域と連携の機会を持てる場があることは重要と

考え、保健所は教育や医療との連携を進めつつ、地域の生活とを結ぶための仕組みを検討する

必要があると考える。 
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高次脳機能障害の子どもへの支援は、地域全体への支援も含め多岐にわたるため、個別支援

であっても、担当する者の職域や職種を超えたアセスメントとアプローチが必要となり、あら

ゆる専門の職域が適時連携しあって、チーム的な関わりをもって支援にあたる必要があり、そ

の体制づくりは重要である。 

 

 

Ⅴ まとめ 

 

 今回の実態調査の結果から 

 

１ 軽度脳震盪に臨場した場合、根拠を持った対応が必要であり、特に中学校では教員全体が

軽度脳震盪の対応を習得出来ることが望まれる。 

２ 予防できる頭部受傷を減らし、重大な受傷を起こさない環境作りが必要である。 

３ 高次脳機能障害の支援が必要な子どもに早期介入できる知識の普及が必要である。 

４ 頭部の受傷経験の情報を継続的に記録し、必要時に役立つ情報として活用できる適切な情

報管理の具現化が必要である。 

５ 子どもの高次脳機能障害の対策は、教育的困難、精神障害、家族関係の崩れ、経済的問題、

社会適応への問題等多岐に渡ると認識し、多くの専門職域で連携協働したチーム的な体制を

創る必要がある。 

 

以上５点について、今後の対策に向けた課題として関係者間と確認ができ、今後の支援体制

としては、医療機関と保育・教育機関、地域保健福祉行政との連携をシステムとして構築して

いくだけではなく、予防的活動を有効に受け入れてもらうためにも、住民の「頭は大切である」

意識を高める必要があり、それには幼少期からの対策が大人への波及も考えられることから、

市町村とともに実施していく必要性がある。 

 

また、「頭を大切にする」意識を啓発することは、高次脳機能障害の予防の視点のみの特別な

ことではなく、自らの健康な暮らしのために生かす知識を習得し、健康を損なう可能性の高い

重大な受傷を予防し、他者の健康状態に関心を寄せ、気遣う意識を高める活動につながる重要

な事業とも考えられる。 

 

子どもは、成長にともなって取り巻く環境も変化するので、表出する症状や困りごとにも変

化が生じ、その時々での支援が必要となる。 

後天性の障害のため、年齢に応じてメンタルの支援も重要となることから、成長を見守って

いくには、行政の担う役割は大きく、長期的な関わりを保障する事を念頭に置きながら支援体

制をつくる必要がある。 

 

なお、今回の調査の実施では、小中学校に聞き取り調査に出向いたことや、聞き取り調査向

けの事前資料として「子どもの高次脳機能障害について」を送付したことで、「これから注意し

ていかなくてはならないと思った。」という言葉を多くの学校関係者から受ける事ができた。 

実際に、調査後に学校から当保健所に相談が 4 件あり、うち 1 件はコロポックルさっぽろ就

学（準備）支援コーディネーターに連絡をとり、特別支援教育センターや障がい者相談支援セ

ンター等他機関への支援連携を実施している。 

 また、帯広市教育委員会からは、教員・ＰＴＡ・保育関係者が出席する学校保健会での研修

に子どもの頭部受傷・高次脳機能障害についての講演を取り入れる企画を示していただき、実

施することが出来た。この研修には帯広市だけではなく、近隣他町からも参加があり、後日講
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演内容に関し「高次脳機能障害という言葉を初めて聞き、とても勉強になった。また何かの機

会に勉強したい。」「初めて高次脳機能障害について詳しく知った。今後生かしていきたい。」「講

演を聴いて知らないことは怖いと感じた。勉強していきたい。」「（頭部受傷は）よくあることだ

から、みんな勉強しておく必要があると思った。」「自分の町の講演会ではなかったが、行って

みて良かった。自分の町や所属でも取り上げて欲しい。」等の感想が寄せられている。 

他にも次年度の養護教諭の研修への協力依頼もあり、調査の実施が地域への具体的な働きか

けに繋がってきている。 
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