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第２編　球技種目別事故の傾向、事例及び事故防止の留意点

Ⅰ．バスケットボール

公益財団法人日本中学校体育連盟バスケットボール競技部長
（江戸川区立東葛西中学校教諭）

菅原　芳雄

１． 学校（中学校・高等学校等）の管理下で原因別・障害種別における10年間（平成21年度～平成30年
度）の障害事故件数（総件数：129件）

2019 年度スポーツ庁委託事業　学校における体育活動での事故防止対策推進事業「学校でのスポーツ事故を防ぐために」より

２．特徴のある事故発生事例

障害種別 学校種・学年・性別 発生状況

手指切断・
機能障害 高校・２年・男 ５対５の試合をしていたところ、ゴール下で味方から投げられた

ボールのパスを取り損ね、右手の小指にボールが直撃した。

視力・眼球
運動障害 中学・１年・女 バスケットボール部の活動中、ディフェンスをしていたときに、他

部員の肘が本生徒の右眼に当たり負傷した。

歯牙障害 中学・３年・男
保健体育でバスケットボールのゲームをしていた。ボールを受け
取ろうとしたときに、前にいた生徒がうしろに下がってきて衝突
した。その際相手の後頭部が本生徒の前歯にぶつかって負傷した。

外貌・露出部
分の醜状障害 高校・２年・女

夏季休業中、バスケットボールの部活動で他校体育館での地区大会
の試合中、ディフェンスをしていて、相手生徒と本生徒の顔が接触
し、右ほおに挫傷を負った。

学校事故事例検索データベースより

図2-Ⅰ-1　原因別障害件数 図2-Ⅰ-2　障害種別件数
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３．事故発生の傾向及び事故防止の留意点

（１）事故発生の傾向

　学校（中学校・高等学校等）の管理下で10年間（平成21～30年度）に発生した体
育活動中の障害事故を分析すると、その原因は「他者と接触」が69件と最も多く、
「ボール等当たる」、「施設・設備と接触」、「転倒・落下」がそれぞれ10件を超
えている。また、障害の部位を見ると、「歯牙」が45件と最も多く、次いで「醜
状」が25件で、この二つを合わせると全体の半数を超えている。（図2-Ⅰ-1、図2-
Ⅰ-2参照）
　また、医療費を支給した事故の発生件数は運動部活動中が中学校６割強（63.3%）、高等学校５割強
（53.9%）、教科体育の時間が中学校３割強（34.8%）、高等学校等約４割（40.6%）と圧倒的に運動部活
動中の事故が多かった。（参考資料：『学校の管理下の災害［令和元年版］』参照）
これらを踏まえ、バスケットボールの事故発生状況を詳しく分析すると、以下のような傾向が見えてく
る。
・ 障害事故では、歯牙が最も多く、醜状、上肢下肢、眼、精神神経、心機能の事故が続く。
・ 障害事故での事故発生の原因は、他者との接触が大きな要因を占め、医療費を支給した事故も同様であ
ると推測できる。特にゴール下での密集地域での接触、着地時における接触、予測できない突発的な接
触が考えられる。
・ 医療費を支給した事故の部位別では、中学校、高等学校等共に、上肢部「手・手指部」が最も多い。こ
れは、近距離・強度の高いパスを受け損なう場面が考えられる。 
また、事故の部位別で発生件数２位は、下肢部「足関節」である。これは、着地時での他者との接触、
着地時のバランスの喪失、急激な方向転換等に足関節が耐え切れない状況が考えられる。傷病別では、
中学校、高等学校等共に、骨折、捻挫が圧倒的に多く、挫傷・打撲、靱帯損傷・断裂が続くが、高等学
校に比べて中学校の発生件数が多くなっている。
・ 膝関節の靭帯損傷・断裂は10代～20代が全体の約70％、特に、高校生以上で増加する。この傾向は、競
技経験年数からの軽微な損傷の蓄積、競技の強度が上がる、競技時間・頻度の増加、体構成の脂肪増大
などが原因と考えられる。
・ 医療費を支給した事故において、中学校、高等学校等ともに熱中症が発生している。

（２）事故防止の留意点

・ 上記（１）でも述べた通り、バスケットボールは接触による事故が多い競技といえる。このため、密集
地帯での過度な肘の振り回し、他者の着地点への侵入、空中にある他者への過度の接触がどのような結
果を招くのか十分理解させ、危険行為を抑制する必要がある。
・ 施設・設備への接触を考え、競技スペースと施設・設備との間に十分なスペースがない場合には、カ
バーの設置や、プレー内容の制限などで事故予防を図る必要がある。
・ ボールとの接触を要因とする上肢「手・手指部」の予防には、緩やかなスピードでイメージトレーニン
グをした後に、徐々にスピードを上げるなど段階的な指導が有効といえる。 
以下、予防という観点から「足首捻挫」及び「前十字靱帯損傷・断裂」の予防に特化して留意点を述べ
る。いずれにせよ、毎回の練習時に短時間でも導入として、バランス力・筋力の強化を取り入れること
が重要である。 
　なお、日頃から健康観察や安全点検を丁寧に行い、生徒の疲労の蓄積や体調の異常、バスケットリン
グ等の施設、周辺の壁や換気窓、床の状態、ほかの部活動の練習状況などにも留意して安全な環境を整
え、事故防止に当たることが必要なのは当然である。
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足首捻挫 
発　　生　

競技の中で発生する事故で足首捻挫が約 20%を占め、そのうち 10 代が全体の 70%以上を占める。中
高生の部活動中の足首捻挫は発生件数・発生頻度も第１位となる。

予　　防　
ア）テーピング、装具での補強　
イ）足関節周囲の筋力強化
　・足首ストレッチ： 足首の曲がりの硬さが捻挫に大きく関係する。踵

かかと

をつけたまま、足首をできるだ
け足首後方の筋肉を伸ばす。

　・片足立ちバランス： 片足で30秒立てるかどうかをチェックする。ただ立つだけではなく体幹がぐらつ
かないように立つことが重要である。

　・つ ま 先 立 ち： 壁などにつかまって立ち、つま先立ちをする。この際踵がまっすぐ上がれるかど
うかが重要である。踵がしっかり上がるようであれば片足で実施する。

※予防するためには、柔軟性・筋力強化・バランス・動作姿勢が重要で、特に正しい動作姿勢を覚える
ことが重要。海外では予防としてバランストレーニングが主流で、これに筋力トレーニング、着地な
どの動作トレーニングを取り入れた複合要素が含まれるものが多い。

復帰目安　
健常側と同じ可動域となること、ふくらはぎの太さが同じになること、筋力が 90%以上回復してい
ること、（チューブトレーニング・スクワットが健側と比べ違和感なく行える）切り返し、ストップ＆ゴー
が痛みなく行えること、片足ジャンプをしても痛くないことなどである。

膝靭帯損傷・断裂
発　　生　
　接触型と非接触型の損傷パターンがある。受傷時は膝関節が腫れてくる場合が多く荷重も困難にな
る。受傷時は股関節が大きな内旋位でロックした状態で、床反力を吸収できず膝関節に大きな負担が損
傷を引き起こす。10代～20代が全体の約70%で特に高校生以上で増加する。

予　　防 
ア）予防プログラム：ジャンプ・筋力・バランス・動作指導の複数要素で構成する。
イ）ポ イ ン ト： 正しいパワーポジションをとる（膝とつま先の方向を一致させ股関節から曲げ

る）。特に女子の選手は男子と比較して股関節ではなく、膝関節でストップする
傾向があり、股関節の使い方と股関節周囲の筋力強化が重要である。膝関節を外
反せず、後方重心にならないように注意し、音を立てないように柔らかく着地す
る。

※サッカーでは・・・
「FIFA11＋（フィファ・イレブンプラス）」https://www.jfa.jp/medical/11plus.html
「FIFA11」として始まった。多くのサッカープレイヤーの外傷・障害予防の為に開発されたウォーミ
ングアップトレーニング方法。このトレーニング方法は、サッカー選手の体幹、ジャンプ、バランス能
力を総合的に高め、前十字靭帯損傷や肉離れ等の障害予防を意図しており、特にジュニア期の選手や女
子選手に有益なものである。

復帰目安　
　術後２週間で全荷重歩行、術後３か月でジョギング、５か月でダッシュやジャンプ、６か月で部分
練習復帰、８～９か月でスポーツ復帰が一般的である。

＜参考＞
『スポーツ外傷・障害予防ガイドブック』公益財団法人スポーツ安全協会・公益財団法人日本体育協会

（背屈制限）
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Ⅱ．サッカー・フットサル

公益財団法人日本サッカー協会技術委員会指導者養成部会
（金沢市立浅野川小学校教諭）

北野　孝一

１．学校（中学校・高等学校等）の管理下で原因別・障害種別における10年間（平成21年度～平成30年
度）の障害事故件数（総件数：202件）

2019 年度スポーツ庁委託事業　学校における体育活動での事故防止対策推進事業「学校でのスポーツ事故を防ぐために」より

２．特徴のある事故発生事例

障害種別 学校種・学年・性別 発生状況

視力・眼球
運動障害 中学・２年・男

部活動で、試合形式の練習をしていた。空中に上がったボールを
ヘディングしようとした時に、相手と接触して、左眼付近を強打
した。

視力・眼球
運動障害 高校・１年・男 サッカー部の活動中、シュートしたボールがキーパーに当たり、

跳ね返ったところ本生徒の右眼に当たった。

歯牙障害 中学・３年・男
総合グラウンドで行われた春季サッカー大会の試合において、
ヘディングでボールのせり合いをした際、相手選手の頭が強く
本生徒の口に当たり負傷した。

視力・眼球
運動障害 高校・１年・男

スポーツ自由時間終了間際、フットサル場でキーパーをしてい
た本生徒たちは、友人らとふざけていた。ゴールポストにぶら
がり相手の胴を挟んだり、もう一人が足を引っ張る等していた
ところ、ゴールが倒れ、地面に頭を打ち、右眼上にゴールが倒れた。

精神・
神経障害 高校・３年・男

ミニサッカー場でサッカーを行い終了後、ふざけてゴールポスト
の上側に両足をかけぶら下がった際、バランスを崩しゴールポス
トごと転倒し地面に首を強打した。首から下の感覚の麻痺が確認
された。

学校事故事例検索データベースより

図2-Ⅱ-1　原因別障害件数 図2-Ⅱ-2　障害種別件数
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３．事故発生の傾向及び事故防止の留意点

（１）事故発生の傾向

　学校（中学校・高等学校等）の管理下で10年間（平成21～30年度）に発生し
た体育活動中のサッカー・フットサルでの障害事故を分析すると、その原因は
「ボール等当たる」が最も多く、「他者と接触」が次いでいる。また、部位別
では、「眼」が最も多く75件、次いで「歯牙」31件となっており、この二つを
合わせると全体の半数を超えており、障害事故が顔部に集中していることが分
かる。（図2-Ⅱ-1、図2-Ⅱ-2参照）さらに、発生状況を詳しく分析すると以下
のような傾向が見えてくる。
・ 事故発生の時間帯は運動部活動中が最も多く、事故全体の70%を超える。教
科体育の時間では、約20%発生している。
・ 眼、歯牙などの顔部の事故は運動部活動、教科体育の時間のいずれの場合
も、至近距離からのボールの衝突が最も多く、次いで他者との接触が多く
なっている。
・  ボール等との衝突、他者との接触による事故は、いずれの場合もゴール前の攻防で起こることが多く、
シュートや、いわゆる競り合いの場面で多く発生している。競り合いの中でも、ヘディングの際の事故
発生の割合が高くなっている。
・  ポジション的には、ゴール前に陣取るゴールキーパーが事故発生に関与することが多くなっている。
・ 発生件数こそ少ないものの、ゴールの転倒等、ゴールとの衝突は重大な事故につながっている。
・ 学年別に見ると、中学校、高等学校等いずれも３年生が減少する（部活動への参加期間の違いと見られ
る）が、１年生、２年生は同数となっており、傾向は見られない。

（２）事故防止の留意点

・ ゴール前のプレーに注意する 
運動的な特質上、サッカーではボールとの衝突を避けることは

難しい。また、プレーヤー同士の接触やボールに対して競り合う
場面も同様である。しかし、ゴール前で事故が発生しやすいこと
を事前に生徒が知っておくことは、事故を回避する助けになると
考える。特にゴールキーパーは、強烈なシュートを受けたり、他
者と競り合ったりする場面が多い。十分な練習を積んでプレーを
する必要がある。

・ ヘディング技術を習得させる 
ヘディングの競り合いは、空中動作でもあり接触時に選手同士が無防備になりやすい。視線がボール

に集中し、接触時の体勢の予測が難しく、瞬時の回避行動がとりにくい。ヘディングの技術的な習得と
ともに、競り合うときの体の使い方等、練習を十分に積む必要がある。

・ 用具やルールの工夫をする 
　運動部活動では、その競技性を考慮すると、
ゴール、ボールなど用具を変更して活用すること
は難しいと考える。しかし、教科体育の場合、
ボールをソフトなものに変更したり、ゴールキー
パーを置かないなどのルールの工夫は可能であ
る。また、眼の事故を防ぐためにゴーグルの使用
を可能にすることも工夫の一つである。 
（少年サッカーではよく見られる。）
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・ 重大な事故を防ぐ 
　ゴール転倒による事故は、死亡事故につながる重大
な事故である。防げるはずのゴール転倒事故が繰り返
し起こっていることは残念である。その原因を見る
と、「突風等による事故」「ゴールぶら下がりによる
事故」「ゴール運搬時の事故」が多くなっている。そ
の対策として、ゴールの固定を確実にする（点検を確
実にする）、ぶらさがりなどのふざけ行為に注意す
る、ゴールの移動や設置には十分な人数をかけ、集中
して運ぶ等が挙げられる。 
（平成29年度スポーツ庁委託事業 学校における体育
活動での事故防止対策推進事業「ゴール等の転倒によ
る事故防止対策について」パンフレット参照）

※ 上記のデータ、考察は障害事故事例であり、事故発生
データ全体を見れば、手足のけがが最も多くなってい
る。また、医療費を支給した事故において、中学校、
高等学校等ともに熱中症も発生している。障害事故事
例のみならず、けがの起こりそうな場面、場所を予測
し予防に活かすことが重要である。
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Ⅲ．バレーボール

公益財団法人全国高等学校体育連盟バレーボール専門部副部長
（東京都立蔵前工業高等学校教諭）

堀越　由高

１． 学校（中学校・高等学校等）の管理下で原因別・障害種別における10年間（平成21年度～平成30年
度）の障害事故件数（総件数：62件）

2019 年度スポーツ庁委託事業　学校における体育活動での事故防止対策推進事業「学校でのスポーツ事故を防ぐために」より　

２．特徴のある事故発生事例

障害種別 学校種・学年・性別 発生状況

手指切断・
機能障害 高校・２年・女

３時限の体育の授業中で、バレーボールをしていた。２人組での
アタックの練習前に、授業担当教諭と本生徒が他の生徒にやり方の
手本を見せていた。２回バウンドしたボールをとろうとした際に、
手小指にボールが強く当たり、痛めた。

視力・眼球
運動障害 高校・１年・女

体育の授業中に、体育館でバレーボールの試合をしていたところ、
相手チームから来たボールをレシーブしようとしたら、同チームの
選手と衝突し、相手の頭が左顔面にぶつかり、左ほおと左眼を痛めた。

上肢切断・
機能障害 中学・２年・女

練習試合中、相手からのアタックをオーバーで取ろうとしたところ、
小指がボールに引っかかり、左手小指がそのままひっくり返る形
となり負傷した。

歯牙障害 高校・２年・男 バレー部活動中、レシーブ練習をしていた時、ボールを拾おうと
スライディングした折、顔面を強打し歯を床にぶつけてしまった。

外貌・露出部
分の醜状障害 高校・１年・女

部活動準備で、ネットを張る作業をしていた。支柱にボルトナット
が固定されたネット巻き上げ機のハンドルを回していた時、突然、
ネット巻き上げ機が支柱を滑り、上方に勢いよく40㎝程跳ね上がり、
前屈みになって作業していた本生徒の下顎、口周辺に激突した。

学校事故事例検索データベースより

図2-Ⅲ-1　原因別障害件数 図2-Ⅲ-2　障害種別件数
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３．事故発生の傾向及び事故防止の留意点

（１）事故発生の傾向

図2-Ⅲ-3　災害発生件数（医療費）（『学校の管理下の災害［令和元年版］』より作成）

図 2- Ⅲ -1、図 2- Ⅲ -2 から分かるように、障害事故においては、バレーボールはネットを挟んで行う
競技のため、他者との接触による事故は少ないが、競技空間に支柱や審判台等があるため、これらに接触
することによる事故が他の競技に比較して占める割合が大きく、ボール等当たる、他者との接触、転倒・
落下、走る・跳ぶなどの原因による多様な障害（歯牙、上肢下肢、眼、醜状等）が発生している。
一方、参考資料：『学校の管理下の災害［令和元年版］』を基に、医療費を支給した災害発生件数（中学
校・高等学校合計）をまとめたグラフ（図 2- Ⅲ -3）を見ると、手指、足関節の件数がずば抜けて多いこ
とが分かる。これは、競技の特性として、狭いコートを全力で移動（走跳・停止）し、ボールを静止させ
ることなく腕や指でコントロールして、ネット越しにジャンプをしながら返球するため、ボール接触時に
手・指を痛めたり、着地時に足関節や腰を痛めたりするケースが多いことが原因と推察される。
運動指導中においては
・ タイミングをとることの難しさからオーバーハンドパス等で指を負傷するケース
が最も多い。
・一つのボールに複数の選手が集中し選手同士が接触し負傷するケース
・ スパイクのフォームも安定していないことから、前方にジャンプしブ
ロッカーと接触したり、着地時に体勢を崩して負傷することも多い。
　一方、部活動中では、高度なプレーによる事故が増加する傾向にある。
・ ネットに近いボールをプレーする際に他の選手の足を踏み捻挫したり、
振り上げた腕を下ろすときに肘が他の選手の顔や肩に当たったりして負
傷するケース
・強打に対するブロックの際に指を負傷するケース
・ ぎりぎりまでボールを追いかけていくことで、壁や支柱に衝突するケー
ス
・ フライングレシーブを試みた際に顎部を床に強打し顎の裂傷や歯を痛め
るケース
・ 横方向にジャンプをしたり、片足で高くジャンプをすることで、肩、肘、膝、腰に負担がかかり、慢性的な肩
痛や腰痛、下肢の関節痛も多く見られる。
　複数のボールを一度に使用する練習では、スパイクやサーブの練習の際、選手がジャンプしているとき
に他のボールが足元に転がり踏みつけることで転倒し頭部等を強打するなど、ときには重篤な事故につな
がることもある。
　バレーボールではネットを強く張って使用するため、ネットを片付ける際、ネット巻き器が急激に回転
したり、ネットのワイヤーが急に戻ることで手や顔を負傷したり、長期間使用したネットのワイヤーが切
れるケースも報告されている。ネットを支える支柱も重いものが多く、落下には十分注意する必要があ
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る。床を滑るようにレシーブするのもバレーボールの特徴であるが、劣化した床上を滑り込んだ際に木片
が胸部やももに突き刺さる重篤な事故も数件発生している。
　また、医療費を支給した災害において、中学校、高等学校等ともに熱中症が発生している。

（２）事故防止の留意点

・パス、レシーブ時の負傷を防ぐ
　バレーボール導入時や体育活動時では接触のタイミングを誤ったときに手指を負傷するケースが多
い。このため、タイミングの取りやすい低い山なりのボールでパスの練習を行い、正しいフォームとタ
イミングを習得することが重要である。また接触時の痛みに対する恐怖心から、ボールに触れることを
嫌がりなかなか上達しないこともあるため、軽量ボールを用いるなどの工夫も考えられる。
　また、指などにあらかじめテーピングを施したり、膝、肘を床に強打したときのけがを防ぐために、
専用のサポーター等で保護することも有効である。

・コミュニケーションを取り接触事故を防ぐ
　接触事故を防ぐためには、互いに声を出して意思表示を行うことを心掛ける
ような指導も大切である。ボールをプレーするときにや他の選手に任せるとき
には、その意思をはっきり言葉に出すようにすれば、衝突を防ぐこともでき、
不意な方向からのボールの侵入や壁や支柱へ接触しそうになったときには、そ
れに気付いた選手が大きな声で注意し、プレーを中断させれば事故を未然に防
ぐことができる。

・ネット付近での接触を回避する技術や筋力を身に付ける
　前述のように選手同士の接触は少ない競技ではあるが、ネットに近い場所では、両
チームの選手が同時にジャンプをしてプレーすることが多いため、接触事故が起こり
やすい。ジャンプが前方や横方向に流れないようにする技術を身に付けたり、空中で
の姿勢が崩れないよう十分な筋力をつける必要がある。

・ウォーミングアップ・クーリングダウンで慢性的なけがを防ぐ
　バレーボールでは、ジャンプや片腕の強打、床への滑り込み等の動作が多く、図
2-Ⅲ-3からもわかるとおり肩、肘、腰、膝等の関節付近に慢性的な痛みを起こすこ
とがある。これを防ぐためには、十分なウォーミングアップとクーリングダウン、
アイシング等を施し、アフターケアをしっかりする必要がある。

・日常的に用具、設備を点検整備し、安全に使用する
　用具による事故に対しては、日常的に点検を行い、安全な使用方法を厳守するこ
とが重要である。
・支柱や審判台などには保護材をつけ、重量物の運搬は複数で行う。
・ ネットの張り過ぎに注意し、緩めるときには巻き戻しによる事故を防ぐた
めゆっくりと緩める。（巻取機の逆転・ずれを防ぐ装置も点検を）
・ 木製の床は水を含むと膨らみ、歪みの原因となるため水拭きを避け、既に
傷んでいる場合には一時的にはテープ等で補修しプレーすることも可能で
あるが、なるべく早く修理を依頼する必要がある。
・ 汗によるスリップ事故も多いので、床濡れに注意し、ときには練習を中断
して、十分に汗を拭き取ってから再開する必要がある。
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Ⅳ．野球（含軟式）

公益財団法人日本高等学校野球連盟理事
田名部　和裕

１． 学校（中学校・高等学校等）の管理下で原因別・障害種別における10年間（平成21年度～平成30年
度）の障害事故発生件数（総件数：447件）

2019 年度スポーツ庁委託事業　学校における体育活動での事故防止対策推進事業「学校でのスポーツ事故を防ぐために」より

２．特徴のある事故発生事例

障害種別 学校種・学年・性別 発生状況
視力・眼球
運動障害 中学・２年・男 野球場での練習試合中、バッターボックスでピッチャーの投げた

ボールを打った際、自分の左眼（自打球）に当たった。

歯牙障害 高校・１年・男 バントの練習をしていたところ、インコースにきた球をバントし
損ねて、球が前歯に当たった。

視力・眼球
運動障害 高校・２年・男

野球部の活動中、キャッチボールをしていて、本生徒がよそ見を
しているところへ相手の生徒が投球し、向き直った瞬間、ボールが
左眼を直撃した。

歯牙障害 高校・１年・男 ノックの練習をしているときに、ボールがイレギュラーしてきた
ため、ボールを避けようとしたが口元にボールが当たった。

視力・眼球
運動障害 高校・１年・男

野球部の活動中、グラウンドで３組並んで打撃練習をしていた。
防球ネットを張り、打撃投手をしていたところ、隣の席で打たれた
ボールがネットの枠に当たり、跳ね返ったボールが本生徒の右眼に
当たった。

胸腹部臓器
障害 高校・３年・男

野球部の試合中、キャッチャー守備中にピッチャーのショート
バウンドのボールの投球を止めようとした際に、ボールが股間を
強打し、外傷を負った。

視力・眼球
運動障害 高校・２年・女

野球部の練習中に、バッティング練習用のマシンへボールを入れて
いたところ、打ち返されたボールがネットの間を抜けて本生徒の顔面
にぶつかった。

学校事故事例検索データベースより

図2-Ⅳ-1　原因別障害件数 図2-Ⅳ-2　障害種別件数
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３．事故発生の傾向及び事故防止の留意点

（１）事故発生の傾向

平成 21 年度から同 30 年度までの障害見舞金給付対象の野球部活動に関する事例は、中学校・高等学校
等合わせて 600 件あった。そのうちプレーの状況が分かるもの 578 件を分析したところ、中学校が 151 件、
高等学校等が 427 件で、学年別では高１が 182 件、高２が 181 件とほぼ同数。中学校は、中２が 66 件、
中１が 47 件だった。
全体として一番多いのは、自打球によるけが 95 件（うち中学校 51 件）だった。これにはバントの失敗
も 18 件あった。
次に多いのは捕球ミスで、68 件（うち中学校６件）あった。打球が速かったり、うまく捕球体勢がとれ
ずに顔面に当てる事故が多い。もっとも、捕球ミスは３番目に多いイレギュラーによるけが 59 件（うち
中学校５件）を含めると、事故例では最も多い件数となる。打球のイレギュラーは、試合中も起きているが、
練習中の方が多いので、頻回にグラウンド整備をするなどにより事故回避は可能と思われる。
４番目は、打撃練習時における投手で 58 件（うち中学校 10 件）。防御ネットのフレームに当たって跳
ね返ったり、わずかな隙間から打球が飛び込む事例も後を絶たない。
５番目は、送球ミスで 49 件（うち中学校 12 件）ある。送球がそれて他の選手に当たったり、相手が捕
球体勢に入っていないところに投げて顔に当たる事故が多い。
以上のほか気になる事故に、捕手の股間に投球が当たる事故が９件（いずれも高等学校等）あった。こ
れ以外に、捕手がマスクを付けないでけがをした例も３件あった。捕手の急所カップは義務付けになって
いる。
最後にもう一つは、女子部員のけがで、22 件（うち中学校３件）あり、マシンのボール補給係が 10 件、
ボール渡しなど補助員が６件あった。
次に平成 30 年度に医療費の支給があった負傷・疾病の統計（部位別）（図 2- Ⅳ -3）によると、障害見
舞金給付とは違うけがの発生状況が分かる。中学校、高等学校等共に「手・手指」のけがが最も多く、そ
れ以外では、中学校では「眼」、「足関節」、高等学校では「頭部」、「足関節」のけがも多く発生している。
また、熱中症が発生していることも看過できない。

学校の管理下の災害［令和元年版］より

図2-Ⅳ-３　部位別医療費件数
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（２）事故防止の留意点

　毎年同じような事故が繰り返されていることは極めて残念で、防げる事故が多い。発生の多い事故例の
防止策を次に挙げる。

・自打球によるけがを防ぐ
自打球によるけがは、しっかりしたスイングができていないことで起きる。
また中学生の場合は、重いバットでスイングができていないことが多いので、
自分に合ったバットの選択を求めたい。これは高校生にも同じことが言えるが、
特にバントの失敗例では、練習では緩い投球でバントのポイントを習得するこ
とが大切である。インコースの速い球はバントをせず、目を慣らす練習とする
ことが望まれる。

・捕球ミスをなくす
捕球ミスは、送球をしっかり見ていないことや、プレーの流れが把握できて
いないことで起こるケースが多い。また送球時に相手が捕球体勢にあるかもしっ
かり確認したい。また送球目標がそれて周辺の選手に当たる事故も多い。常に
プレー中の球から目を離さないことや声掛けを励行することが必要である。
捕球ミスに、イレギュラーバウンドへの対応がある。練習では 30 分をめどと
してグラウンド整備を励行するように心掛けてほしい。校庭ではイレギュラー
バウンドが起きやすいので留意されたい。

・打撃投手やピッチングマシン等での事故を防ぐ
高校野球では、打撃投手は必ずヘッドギアを着用することが義務付けられて
いる。障害事故事例では頭部ではなく、眼や歯のけがが多いが、投手は投げ終わっ
たら必ず自分に打ち返されてくるという意識を持つことが大切で、次に防球ネッ
トにすぐに隠れる習慣をつけなければいけない。打撃投手は疲れてくるとこう
した動きが緩慢になるので、早めに次の投手に交代させることも留意してほし
い。複数箇所で打撃練習をすることが多いが、打撃投手に限らず守備について
いる野手も、次の打球に対応できるよう、時間差で打撃することは必須のこと
である。
また相変わらずマシンのボール係の事故が目に付く。打球がネットの穴から
飛び込む事故には補球者を守る仕切りのネットを活用するほか、必ずヘルメッ
トなどの着用を励行する習慣をつけてほしい。

・防具を正しく使用する
高校野球では、捕手の防具、打者のヘルメット、打撃投手のヘッ
ドギアなどその着用が義務付けられている。このうち打者用ヘル
メットと打撃投手用ヘッドギアは耐用年数が３年となっている。炎
天下の屋外で使用するものなので当然経年劣化する。ヘルメットな
どの内側に購入年月を記載するラベルが貼付されている。必ず点検
し、耐用年数を過ぎたものや、一度投球や打球が当たったものはそ
の個所の防護性能がなくなっているので以後は使用しないよう徹底
してほしい。
このほか、義務付けられてはいないが、眼、鼻、歯のけがが多い
ことからフェイスマスクやマウスガードを着用することが望ましい。
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Ⅴ．ラグビー

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会理事
（東京都市大学共通教育部教授）

渡辺　一郎

１． 学校（中学校・高等学校等）の管理下で原因別・障害種別おける10年間（平成21年度～平成30年度）
の障害事故件数（総件数：44件）

2019 年度スポーツ庁委託事業　学校における体育活動での事故防止対策推進事業「学校でのスポーツ事故を防ぐために」より

２．特徴のある事故発生事例

障害種別 学校種・学年・性別 発生状況

精神・
神経障害 高校・２年・男

練習試合中、ボールを持って走りこんできた相手チームの選手に
タックルに行った時、相手と衝突して右頭部と右肩を強打し跳ね
飛ばされる形となり、地面に倒れた。

視力・
眼球運動障害 高校・２年・男 練習試合をしていて、タックルを受けに入ったところ、相手の頭部

が左頬に強くあたり負傷した。

視力・
眼球運動障害 高校・２年・男

練習中にボールを持ち出してラック（寝てボールを出すプレー）に
した時に、相手の膝が左眼に当たり脳震盪を起こした。その後、
嘔吐し救急車で運ばれた。検査の結果、左眼窩底骨折で入院、手術
をした。

精神・
神経障害 高校・２年・男

ラグビー部活動中、他校のグラウンドで練習をしていた。一人に
二人がタックルをする練習をしていたところ、一緒にタックルを
した相手の頭に側頭部をぶつけた。

精神・
神経障害 高校・１年・男

ラグビー部の夏期合宿中、グラウンドで朝練習のウォーミングアップ
後、２グループに分かれて、Ａチームのラック（地面においたボール
の上で、両チームがスクラムを組んでボールを奪う）練習を行って
いた。本生徒の順番が回ってきて、ラックを形成するためディフェンス
に向かって走り、当たってボールを確保するために倒れた際に首を
痛めた。

精神・
神経障害 高校・１年・男 練習試合中、相手選手にほぼ正面からタックルに行き、強い接触後、

押し倒されるような格好となり、頭部を地面に打つ。
学校事故事例検索データベースより

図2-Ⅴ-1　原因別障害件数 図2-Ⅴ-2　障害種別件数
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３．事故発生の傾向及び事故防止の留意点

（１）事故発生の傾向

障害事故のほとんどは他者との接触である。これはラグビーがコンタクトスポーツであることに起因し
ている。障害種別を見ると「視力・眼球運動障害」「精神・神経障害」「歯牙障害」「外貌・露出部分の醜状障害」
が多くを占めた。一方、医療費を支給した事故は、膝部、手・手指部、足関節、肩部の順で多かった。そ
の原因を分析すると以下のような傾向が見られる。

障害事故
・ ほとんどが課外活動時に発生しており、学年別では中学生が５件、高校１年生14件、２年生16件、３年
生９件と高校１、２年生に多く発生している。
・タックルによるものが70%以上を占める。次いで相手とのコンタクト、ラック時が続く。
・ 相手をタックルしたときに発生したものが16件、タックルを受けたときに発生したものが９件と、相手
をタックルしたときに発生する傾向が高い。
・ 相手をタックルした場面では側頭部や肩を強打、味方との接触、タックルを外され地面に頭部を強打す
る等が多く報告された。
・ タックルを受けた場面では相手タックルにより受け身姿勢が取れず地面に頭部を強打する、相手選手の
肘、腕、肩が顔面等に接触し眼球や口腔内に傷害を負ってしまう等であった。
・ ラック時では後方から味方選手に押されたり、ラック形成時に相手の膝が顔面を強打した等の報告があ
り、頭頚部の過屈曲や脳振盪並びに眼窩底骨折を起こしたケースも見られた。 
いずれも頭部や頚部に大きな力がはたらき受傷したもので事後に重度の障害が残る事案も見られた。

医療費を支給した事故
・ 膝部、足関節、肩部は主にタックル時に発生している。手・手指部はタックル時並びにボールの捕球時
に発生する傾向が見られた。
・ 中学生、高校生ともに、熱中症も発生している。

（２）事故防止の留意点

上記の事故発生の傾向から以下に防止策を挙げる。指導者はまず初めに、けがのない楽しいラグビーを
するためには十分な準備をする必要があることを、選手に十分理解させることが大切である。

・頚部や体幹部の筋力を強化する
高校低学年に多く発生していることから、ラグビーをする上で必要な体幹部分や頚部の筋力が十分強化
されていない可能性が考えられる。体幹部分の筋力が弱いと、姿勢の保持や外部からの力に抗することが
困難になり容易に転倒してしまう。指導者は特にこの点を重視した体幹強化のトレーニングや頚部のト
レーニングも欠かさず行うことが大切である（図 2- Ⅴ -3）。

出典：「けが防ぎ安全に練習を」中日新聞 2020 年 1 月 20 日 10 版
図2-Ⅴ-3
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・「基本姿勢」を必ず日々の練習に取り入れる
タックルやラック、スクラムは「基本姿勢」と呼ばれているラグビーをプレーする上でベースになる姿
勢“頭部、頚部、背中が一直線の形を保持し、かつ頭部は股関節より上に保つ姿勢”で行うことが大切であり、
その力の方向は常に下方から上方に向かうことが重要である（写真１）。日々の練習の中に必ずこの姿勢
を保持するトレーニングを組み込む（写真２）。そのときに頭が下がり背中が曲がった姿勢にならないよ
う注意する（写真３）。

・正しいタックル技術を習得させる
頭部が下がった状態でタックルに入る（写真４）、タックルを受け転倒したときに正しい受け身の姿勢
が取れない（写真５）ことが重傷事故の要因になる。タックル時に相手をよく見ることやタックルする肩
と同じ側の足で相手の支持基底面に踏み込む Powerfoot 等の基本技術の習得（写真６）、肩から上への危
険なタックルや逆ヘッドタックルをさせない等正しいタックルやラックの入り方、タックルを受けた場合
受け身の取り方（転び方）を理解し、繰り返し練習する必要がある（前ページ参照）。

・安全管理に配慮する 
膝や足関節のけがはタックル場面だけでなく整備が十分行き届いてないグラウンド等でも発生するた
め、日ごろから練習前後に整備を行うことを習慣づける必要がある。けが防止のために十分配慮し指導し
たつもりでも、不可抗力によって事故が発生することも指導現場では散見される。指導者は事故発生時の
備え、例えばグラウンドでのバックボード（写真７）やネックカラー（写真８）の準備、可能ならば医療
従事者等医務体制の整備、後方支援病院の協力等、グラウンド内外での安全管理に対して十分に配慮しな
ければならない。頭頚部外傷事故をはじめとする重症事故を起こさないことはもちろんであるが、膝、足
関節、肩や手指等のけがの防止にも努めることも必要である。日頃より指導方法において創意工夫する努
力を惜しまず、もし起こった場合にも正しい対応がなされるよう重障害事故をはじめとするけがに対する
理解を深めることが重要である。

写真 １

写真 ４

写真 ７ 写真 ８

写真 ２

写真 ５

写真 ３

写真 ６




