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残されている 。

１ ．緒言

このような SRC の重要性から，スポーツ選手とその

頭部外傷は，重症のスポーツ外傷例において 2 番目
1, 2

関係者における SRC についての認識を向上させ，頭部

に多い原因であると報告されている 。重症頭部外傷

外傷の発生数を減少させようとする取り組みが行われ

の代表例である急性硬膜下血腫の発生数とスポーツ関

ている。米国疾病予防管理センターは，スポーツ選手，

連脳振盪（以下，SRC：Sport-related concussion）の

保護者，指導者，審判，教師などを対象としたオンラ

発生率とに関連があることが示されており，SRC の

イン教育プログラムを開発し，SRC の啓発を行ってい

発生を抑制することがスポーツ活動中の安全性を高め

る 。また，米国では競技スポーツ活動を行う高校生お

3

5

るために重要である 。SRC とはスポーツ活動中に頭

よび大学生に対して年に一度，各学校が SRC に関する

部に外力が加わることによって発生する頭痛，意識障

教育を行うことが義務付けられている 。本邦におい

害，記銘力障害などの一過性の脳機能障害のことを指

ても，日本臨床スポーツ医学会は『頭部外傷10か条の

3, 4

す 。SRC では神経症状は可逆的であり，通常10日程
4

度で外傷前の状態に回復するとされる 。一方で，遷延

6

提言』を出版し，スポーツ選手，コーチ，家族に対し
7, 8

て SRC についての啓発を行っている 。

する症状によって治療に難渋する症例や頭部外傷を繰

本邦の中学校・高校の体育活動中における頭頚部外

り返すことで長期的な健康問題が生じることなども指

傷の発生割合は，体育の授業が 2 割，運動部活動が 8

摘されており，SRC については未解明なところも多く

割となっており ，運動部活動中に発生する頭部外傷の

2

管理が重要であるといえる。運動部活動では，教員が
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顧問として指導に当たることが多い。スポーツ庁の調
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査によれば，中学校・高校の 9 割以上において全教員
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教員を目指す大学生におけるスポーツ関連脳振盪の知識
が部活動の顧問に当たることを原則としていることが
9

集を行った。その場にて質問紙を配布し，次週の授業

報告されている 。また，中学校教員を対象とした調査

後に質問紙の回収を行った。質問紙を合計1445部配布

によれば，音楽，美術を除く各教科の教員の半数以上

し，回収できたのは980部（回収率67.8%）であった。

10

が運動部活動の顧問を担当している 。つまり，多く
の教員において，運動部活動時に頭部外傷を受傷した

2-2．調査項目

生徒に対処しなければならない場面に遭遇する可能性

質問紙は，①対象者の基本的属性に関する項目（選

がある。そのため，教員が SRC についての知識を正し

択および記述形式），② SRC の全般的な知識（選択形

く有していることは，学校スポーツにおける安全対策

式），③ SRC の症状についての知識（選択形式）で構

として重要である。大伴らが行った教員における SRC

成した。

の知識に関する調査によれば，SRC の代表的な症状5

①対象者の基本的属性に関する項目は，（ 1 ）所属

つすべてを正しく選択した回答者は約半数であったと

大学（A 大学 < 国立 >，B 大学 < 国立 >，C 大学 < 私

11

報告されている 。一方で，教員を目指す大学生にお

立 >，D 大学 < 私立 >，E 大学 < 公立 >），（ 2 ）性別

ける SRC の知識についてその実態を把握した調査は

（女性・男性・その他），（ 3 ）学年（ 1 年生・ 2 年生・
3 年生・4 年生），（ 4 ）大学卒業後の進路，（ 5 ）取得

渉猟しうる限り存在しない。
そこで，本研究では教員を目指す大学生を対象に
SRC についての知識の実態を把握することを目的に

希望の教員免許の教科，
（ 6 ）大学で参加している部活
動，サークル・クラブ活動とした。
② SRC の全般的な知識は，『頭部外傷10か条の提言

質問紙調査を行った。

8

第 2 版』と“the Rosenbaum Concussion Knowledge

2 ．方法

12

and Attitudes Survey（RoCKAS）” を参考に10題の正

2-1．調査方法と対象者

誤問題を作成した（表 1 ）。質問内容は，SRC の定義，

本研究の研究デザインは横断研究であった。調査は
2018年 6 月～ 7 月の 2 か月間で行った。対象者は東海

SRC 発生時の対処，SRC を繰り返すことの問題等とし
た。

地方に設置された 5 大学の教育系学部または体育・ス

③ SRC の症状についての知識は，『頭部外傷10か条

ポーツ系学部に通学する大学生であった。対象者の募

の提言第 2 版』と『スポーツにおける脳振盪に関する

8

4

集は，本研究への参加者募集の説明を行うことを授業

共同声明』を参考に， 8 題の正誤問題を作成した（表

担当教員より許可を得た授業にて行った。具体的に

2 ）。

は，研究実施者が各大学に出向き，授業を受講した直

② SRC の全般的な知識と③ SRC の症状についての

後の対象者に対して研究内容の説明と研究への参加募

知識は，質問項目の表現妥当性を確保するために，日

表 1 ．スポーツ関連脳振盪の全般的な知識に関する設問
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表 2 ．スポーツ関連脳振盪の症状についての知識に関する設問

本スポーツ協会公認スポーツドクター 1 名，日本ス

正答数が 0 ～10（または 8 ）と小さい範囲の中で，正答

ポーツ協会公認アスレティックトレーナー 1 名，SRC

数が多い（あるいは少ない）学生の概ねの特徴を把握

の研究者 1 名の合計 3 名によって質問項目の検討およ

することを試みたためである。説明変数の一つである

び修正を実施した。また調査実施前に調査対象とは別

所属大学は E 大学を参照カテゴリーとしてダミー変数

の大学生10名に対して予備調査を実施し，得られた回

を作成した。性別は女性と男性を変数とした。学年は

答を参考に質問紙の修正を行った。

1 年生から 4 年生をそのまま変数とした。取得希望の
教員免許の教科は「保健体育」と「その他の教科（養

2-3．倫理的配慮

護教諭は含まず）」を変数とした。保健体育科の教員免

対象者への倫理的配慮として，質問紙には「調査へ

許を取得できる大学では，応急手当やスポーツ医学の

の参加の有無は調査対象者の自由意思により決定し拒

授業が開講されていることが多い 。そのため，保健体

否ができること，質問紙は無記名式であり個人が特定

育の教員志望学生は，その他の教科と比較して，SRC

される形で結果が公表されることはないこと」を説明

についての知識が多いのではないかと予測した。大学

した。本研究は名古屋大学大学院教育発達科学研究科

で参加している部活動，サークル・クラブ活動は，「運

研究倫理審査委員会の承認を受け実施した（承認番号：

動部」と「文化部または無所属」を変数とした。統計

18-1108）。

学的有意水準は危険率 5 % 未満とした。

13

3 ．結果

2-4．統計解析
統計解析には STATA IC16（StataCorp LLC，TX）

3-1．対象者の基本的属性

を使用した。対象者の基本的属性，SRC の全般的な知

質問紙を回収できた980名のうち642名（65.5%）が大

識，SRC の症状についての知識を記述統計にてまとめ

学卒業後の進路として教師になると回答した。642名

た。SRC の全般的知識および SRC の症状についての知

の基本的属性について，A 大学所属が168名（26.2%），

識の正答数は，平均値（標準偏差）および中央値で示

B 大学所属が49名（7.6%），C 大学所属が56名（8.7%），

した。なお，SRC の全般的な知識は，正誤問題に当て

D 大学所属が98名（8.7%），E 大学所属が271名（42.2%）

推量で回答した者の影響を省くため，正誤問題10題す

であった。性別は，女性が317名（49.4%），男性が321

べてを正しい（あるいは誤っている）と選択した回答

名（50.0％），その他・不明が4名（0.6%）であった。学

者は解析から除外した。SRC の症状についての知識も

年は， 1 年生が 2 名（0.3%）， 2 年生が557名（86.8%），

同様に，正誤問題 8 題すべてを正しい（あるいは誤っ

3 年生が73名（11.4%）， 4 年生が 6 名（0.9%），不明が

ている）と選択した回答者は解析から除外した。

4 名（0.6%）であった。取得希望の教員免許の教科は

対象者の基本的属性がどの程度 SRC の知識に影響

延べ人数で，国語が65名，社会が58名，数学が128名，

を及ぼすかを明らかにするために，ロジスティック回

理科が73名，音楽が32名，美術が 8 名，保健体育が205

帰分析（強制投入法）を行った。目的変数は，SRC の

名，技術が11名，家庭が28名，外国語が22名，養護が

全般的な知識または SRC の症状についての知識の正

28名，小学校が131名，その他が43名であった。大学

答数とし，中央値を基準に上位群，下位群に分けた。

で参加している部活動，サークル・クラブ活動につい

目的変数に上位群・下位群の二値変数を用いた理由は，

て，運動部所属が402名（62.6%），文化部または無所属
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が232名（36.1%），不明が 8 名（1.2%）であった。

なった（図 2 ）。
SRC の症状についての知識 8 題の有効回答者数は

3-2．スポーツ関連脳振盪の知識

613名であった。平均正答数は5.62題（標準偏差1.12題，

SRC の全般的な知識10題の有効回答者数は621名で

中央値 6 題）であった。正誤問題 8 題すべてに正答で

あった。平均正答数は8.65題（標準偏差1.13題，中央値

きた回答者は25名（4.1%，25/578）であった（図 3 ）。

9 題）であった。正誤問題10題すべてに正答できた回

また，設問毎の正答率を参照すると，設問により正答

答者は151名（24.3%，151/621）であった（図 1 ）。ま

率にばらつきが示された。問 A，問 E，問 F の正答率

た，設問毎の正答率を参照すると，ほとんどの設問で

は90% を超えたが，問 C，問 G，問 H の正答率はお

正答率が90% を超えていたが，問 5 （正答率71.0％）

よそ70～80% であった。一方，問 B，問 D の正答率

および問10（正答率35.6％）が相対的に低い正答率と

は40% に至っておらず，相対的に低い正答率となった

図 1 ．スポーツ関連脳振盪の全般的な知識10題の正答数別頻度

図 2 ．スポーツ関連脳振盪の全般的な知識10題の正答率
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小さな値であった。SRC の症状についての知識に関し

中学校・高等学校各教科の教員免許の取得希望者は
584名であった。その回答を用いて，対象者の基本的
属性と SRC の知識との関連性についてロジスティッ
ク回帰分析にて検討した。分析に用いた説明変数およ

て，有意に関連する変数はなかった（表 5 ）。

4 ．考察
4-1．スポーツ関連脳振盪の知識

び従属変数の詳細は表 3 に示した。SRC の全般的な知

本研究では，SRC の全般的な知識を問う正誤問題10

識について，所属大学が C 大学または D 大学の場合

題の正答数は平均8.65題（中央値 9 題），SRC の症状に

は，正答数に有意に負の影響を与えていた（C 大学，

ついての知識を問う正誤問題 8 題の正答数は平均5.62

p=0.010, オッズ比 =0.337；D 大学，p=0.033, オッズ比

題（中央値 6 題）といずれも3/4以上の正答率を示して

2

=0.411）
（表 4 ）。ただし，その疑似決定係 R は0.023と

おり，SRC に関する知識は本調査に回答した学生にお

図 3 ．スポーツ関連脳振盪の症状についての知識 8 題の正答数別頻度

図 4 ．スポーツ関連脳振盪の症状についての知識 8 題の正答率
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表 3 ．ロジスティック回帰分析に投入した変数

※ロジスティック回帰分析には投入していない変数

表 4 ．スポーツ関連脳振盪の全般的知識の高低と関連要因（ロジスティック回帰分析）

N=551，p=0.029，R2=0.023
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表 5 ．スポーツ関連脳振盪の症状についての知識の高低と関連要因（ロジスティック回帰分析）

N=544，p=0.262，R2=0.013
いては広く認知された知識であったと考えられる。近

ため，教育現場が抱える柔道事故の問題について関心

年，スポーツ傷害の中でも SRC は急激に関心が高まっ

をもっており，それを学習する中で SRC およびスポー

ている話題である。2001年には，「スポーツにおける

ツでの頭部外傷についての知識を習得した可能性があ

脳振盪に関する国際会議」が初開催され，その後2016

る。また，武道必修化は，本研究対象者が丁度，中学

4

年までに合計 5 回の会議が開催されている 。本邦に

生時に導入されており，頭部外傷の危険性について中

おいては，日本臨床スポーツ医学会より『頭部外傷10

学生の頃から知識を蓄積していたことも考えられる。

か条の提言』の初版が2001年に，第 2 版が2015年に発

一方で，SRC の全般的知識に関して，問 5「脳しん

7, 8

刊されている 。国内外を問わず，スポーツ医学の分

とうを起こしている場合には，首もケガしていること

野において SRC に関心が持たれているといえる。ま

がある」と問10「脳しんとうをくり返し起こすとうつ

た，SRC は一般社会においても知られるようになって

状態や暴力的な行動を引き起こすことがある」の正答

いる。2001年～2018年の期間で SRC について解説さ

率は相対的に低かった。頚椎・頚髄損傷について『頭

れた新聞記事を目録検索「聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新

部外傷の10か条の提言』では，「（ 4 ）搬送には厳重な

聞）」と「ヨミダス歴史館（読売新聞）」にて検索した

注意が必要」の中で解説されている。そこでは，頭部

（検索日：2020年 3 月 2 日）。キーワードは「脳振盪 OR

を強く打った時には，頚部のケガの可能性があるこ

脳震盪 OR 脳しんとう」とした。その結果，2012年か

と，頚椎・頚髄損傷の疑いがある症状の観察方法，頚

ら SRC に関する新聞記事が急増していることが明ら

椎を保護した搬送方法等が解説されている 。スポー

かとなった（表 6 ）。2012年は，中学校の保健体育で武

ツで頭を打ち付けた場合，頭部にのみ問題が生じてい

道が必修化された年であり，それにあたり柔道での頭

ると考えがちであるが，同時に頚部も損傷している可

部外傷による重大事故の報道が盛んに行われている。

能性があることを知っていることは，傷病者の状態を

また，記事内容を精査すると，SRC の症状，SRC の対

悪化させないために重要であり，更なる啓発が必要で

処方法，セカンド・インパクト症候群などの後遺症，

ある。

8

急性硬膜下血腫などの重症事例について解説されてい

問10は 正 答 率 が 最 も 低 い 設 問 で あ っ た。 問10は

る。本研究の対象者は，教員を目指す大学生であった

慢 性 外 傷 性 脳 症（ 以 下，CTE：Chronic traumatic
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表 6 ．スポーツでの頭部外傷に関する新聞記事
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encephalopathy）についての知識を問う設問であった。

調査によれば，中学生の4.0％が発達障害（知的発達に

CTE とは，頭部外傷を繰り返すことによって生じる

遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示

14

32

遅発性の神経変性疾患と定義される 。引退したボク

す生徒）の可能性があったと報告されている 。2018

サーにこの疾患が多いことからボクサー脳症とも呼ば

年度の中学生数である約327万名 を用いて単純計算

れてきたが，近年では CTE という疾患名が使用されて

をすれば，約 6 万5400名の中学生が発達障害を有して

14

33

いる 。CTE の病態は，タウ蛋白質を中心とした複合

いることになる。これらの生徒の多くが体育や部活動

蛋白質が，脳の神経細胞やグリア細胞に沈着すること

の時間にスポーツ活動を行っていると考えられ，SRC

で神経原線維変化が生じたものとされる

14, 15

。CTE の

主な症状には，認知機能障害（エピソード記憶障害，遂

の症状として感情の変化が含まれていることを啓発す
ることは重要である。

行能力障害，注意力低下等），行動障害（感情激昂，身
体的暴力，言葉による暴力等），気分障害（うつ状態，
15

悲しみの感情，絶望感等）がある 。このような CTE

4-2．ス ポーツ関連脳振盪の知識と基本的属性
との関連性

について一般紙でも言及されてはいるもののその取扱
いは少ないため

16–20

基本的属性が SRC の知識に与える影響についてロ

，正答率が最も低い設問となった

ジスティック回帰分析にて検討した。その結果，所属

と考えられる。確かに，SRC を繰り返すことで CTE

大学が SRC の全般的な知識に影響を与えており，C 大

が発症するという因果関係を明確に示したエビデンス

学，D 大学に所属していると E 大学と比較して，SRC

21

は存在しない 。しかし，スポーツ活動中に受傷した

の全般的な知識に関する設問に 9 問以上正答できる確

頭部外傷の影響が競技引退後に出てくる可能性につい

率がそれぞれ1/3と2/5であることが明らかとなった。

て，将来的に運動部活動にて指導を担う可能性がある

SRC の全般的な知識量に差がある要因として，授業に

教職課程の学生が認識することは大切である。

て頭部外傷を学ぶ機会に差があることが考えられたた

SRC の症状についての知識に関して，問 B「眠たく

め，分析では「保健体育」の教員免許取得希望か否か

なる」と問 D「心配になる，または不安になる」の正

を説明変数として「所属大学」と同時に投入した。そ

答率は，問 A「頭痛」，問 G「思い出しにくい」，問 H

のように保健体育という変数を調整した上でも，所属

「吐き気・嘔吐」と比較して相対的に低く，本研究の対

大学が SRC の全般的な知識量に影響を与えるという

象者にとって，SRC の「眠たくなる」および「心配に

結果となった。所属大学という属性が SRC の全般的な

なる，または不安になる」という症状はあまり馴染み

知識に関連する理由として，基礎学力の差が影響して

がないものであると考えられた。米国の大学生を対象

いた可能性がある。学力とは学校での学習を中心とし

とした SRC の知識に関する調査によれば，各症状の認

て習得される知識・技能・習熟と定義される能力であ

22, 23

識率は，頭痛が83.3－94.8%

22, 23

，健忘が63.3－87.5%

22, 23

吐き気が40.5－77.5%

，

22

34

るが ，学力の水準を表す一つの方法として学力偏差
35

，眠気が53.3－66.1% ，抑う

値という考え方がある 。各大学の入学試験の偏差値

23

つが20.0－21.0% であった。米国の高校生を対象とし

を参照すると，C 大学（37.5－47.5）が，他の大学（A

た SRC の知識に関する調査においても各症状の認識

大学：47.5－62.5，B 大学：47.5－55.0，D 大学：50.0－

率については同様の傾向が示されており，頭痛が96.2

57.5，E 大学：50.0－57.5）よりも低い傾向を示してい

24, 25

－97.0%

24, 25

81.7%

， 健 忘 が78.0－89.7%
24

24, 25

， 吐 き 気 が53.0－
24

36

る 。本研究では SRC の全般的な知識を文章問題にて

，眠気が58.0% ，心配 / 不安が27.0% となっ

問うたが，C 大学の回答者が E 大学の回答者と比較し

ている。本研究の対象者においても，頭痛の認識率が

て日本語理解力が低かったことで，SRC の知識とは関

高く，心配 / 不安の認識率が低い傾向が示されてお

係なく設問への正答率が低くなった可能性がある。ま

り，本研究結果は先行研究とも一致すると考える。確

た，C 大学，D 大学に共通する特徴として，私立大学

かに，実際に発生した SRC において，眠気および心

であることが挙げられる。私立大学についての調査に

配 / 不安という症状は，頭痛と比較して出現頻度が低

よると，新入生の入学方法として一般入試が少なく，

い

26–30

。しかしながら，多岐に渡る SRC 症状の中に睡
31

推薦入試および AO 入試の割合が高いことが報告され
37

眠や感情についての症状も含まれていること を理解

ている 。ベネッセコーポレーションが実施した調査

することは，教員を目指す学生にとっても必要な知識

によれば，推薦入試および AO 入試で入学した学生は，

であると考えられる。特に SRC 発生時の感情に関する

一般入試の学生と比較して授業と関わりのない事柄に

症状は，発達障害を有する個人において増悪すること

対して自主的に学習する割合が低いことが示されてい

29

が指摘されている 。2012年に行われた文部科学省の

38

る 。C 大学，D 大学の回答者においても，授業とは直
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24, 42, 43

接関係のない SRC という話題について興味を持って

態度，居住地域，年齢，スポーツ種目等

学習する割合が低くなっており，本研究の結果に影響

の知識に影響を与えていた可能性があるため今後の検

を与えていた可能性がある。しかしながら，本研究で

討が必要である。

は対象者の基礎学力や学習意欲を明らかとできていな
いため筆者の考察は推測の域を出ない。

）が SRC

5 ．結論

取得希望の教員免許の教科について，「保健体育」

教員をめざす大学生が有する SRC に関する知識は

は「その他の教科（養護教諭は含まず）」よりも SRC

比較的良好であった。但し，SRC を繰り返すことで発

に関する知識の正答数が多いと仮説をたて分析した。

生が懸念される長期的な健康影響，SRC における眠気

ロジスティック回帰分析の結果，取得希望の教員免許

や不安の症状についての知識には課題が示された。ま

が SRC の全般的な知識および症状についての知識に

た，対象者の基本的属性が SRC の全般的な知識に影響

影響を及ぼさないことが示された。保健体育の教員免

を与えていることが明らかとなったが，その関連性は

許を取得できる大学ではスポーツでの怪我や救急処置

小さかった。教員志望の学生が SRC の知識を総合的に

に関する授業が行われている。しかしながら，体育系

高められるよう，教育・啓発を行っていくことが重要

大学学長・学部長会に加盟する24大学の教育内容につ

であると考えられた。

いてシラバスを用いて分析した報告によれば，「頭部
外傷」というキーワードを必修科目にて明記していた

附記

13

大学は50%（12/24校）であったとされる 。保健体育

質問紙調査を実施するにあたり様々な助言を下さっ

の教員免許を取得希望の学生であっても授業において

た名古屋大学大学院教育発達科学研究科大学院生の加

SRC を学んでいない可能性が考えられる。また，SRC

藤一晃さんに御礼申し上げます。

の知識を一度学んだのみでは知識が定着しない可能性
25, 39, 40

も考えられる

。そのため，SRC について適切な知

識が身に付くように計画的な教育介入が必要である。
例えば，Provvidenza and Johnston は SRC 教育におい
ても個人の学習スタイルに合わせた教育方法の必要性

本研究は，科学研究費補助金（課題番号18J15017）
の助成を受けて実施した研究成果の一部です。
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Knowledge Regarding the Problem of Sport-related Concussion Among
College Students in Teacher Training Courses
Yuki MURATA*, Ryo UCHIDA**
Traumatic head injury is the second leading cause of catastrophic injuries for sports and physical
activities. Previous studies on American football players reveal that the incidence of sport-related
concussion (SRC) is associated with the occurrence of subdural hematoma. It follows that SRC prevention is essential in order to improve the safety of organized sports. A study that investigated the
SRC knowledge among schoolteachers and coaches in Japan reported that nearly half had insufficient knowledge of SRC. In addition, the SRC knowledge of students in teacher training courses
at Japanese universities remains unclear. In light of this, we conducted a survey to discern the SRC
knowledge of students in a teacher training course. Knowledge was assessed by the number of correct answers that tested knowledge of ten general SRC facts and eight questions regarding SRC
symptoms. The average score for general SRC knowledge was 8.65 (median: 9) and for SRC symptoms, 5.62 (median: 6). More significantly, only 35% of respondents correctly answered a question about long-term complications from repeated SRC trauma; only 25% correctly answered the
symptoms relating to drowsiness and anxiety. The participants’ characteristic showed little ability
in explaining, general knowledge of SRC (R-squared = 0.023). This study suggests the immediacy of
ensuring students in teacher training courses have sufficient knowledge of SRC, its symptoms and
risks as essential knowledge for the next generation of teachers and coaches.
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