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『運動部活動での負傷・疾病とトレーニングについて』

　今井　一彦 ・四日市市立富洲原中学校　教諭
・三重県中体連三泗支部理事

（略歴）
2006 年　　中京大学体育学部卒業
2013 年～　四日市市立楠中学校　教諭
2019 年～　四日市市立富洲原中学校　教諭

Ⅰ．はじめに
　学校では、運動部活動中に起こる事故が多く発生している。メディアに取り上げられることも多くな
ってきているなか、健康安全についての取り組みが求められている。当然、負傷者数・疾病者数が少な
いことが望ましい。そこで、運動部活動における負傷者数・疾病者数の推移を調べることで県内の現状
を把握していきたい。また、運動部活動の指導者が健康安全管理（負傷や疾病の予防や対応）について
どのようなことに配慮してトレーニングを行っているか調査・考察し、今後につなげたい。

Ⅱ．三重県の運動部活動加入数と負傷者数・疾病者数の実態

　過去の三重県の運動部活動加入数と負傷者数・疾病者数の割合（以後、傷病者率という）を調べてみ
ると、年々、運動部活動加入数は減少傾向にあり、負傷者数・疾病者数も減っている。また、運動部活
動の実績とも比べてみると 2016 年度から 2018 年度の東海大会では上位入賞数は増加している。
　運動部活動の実績を上げるためにはトレーニングの強度は高くなると思われるが、トレーニングの強
度が高くなると傷病者率も増加することも予想される。しかし、三重県では実績は上がり、傷病者率は
減少しているという結果が出ている。
　そこで、運動部活動の顧問や指導者がトレーニング内容や体調等への配慮についてどう考えているの
か調査することとした。
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Ⅲ．トレーニングの内容・配慮している点

　トレーニング内容は、どの運動部活動の顧問や指導者も技術の習得などよりしっかりと W-up・Down
を行うことや体つくりに時間を確保している。特に肩甲骨や股関節、競技の特性に応じた箇所のストレ
ッチ・筋トレを重点的に行っている。
　また、施設や環境を整えることでの安全面の確保や、生徒の様子や強度によって時間を決めて水分補
給・休息をさせるなど健康状態にも意識が高い。練習計画でも１週間の中で鍛える部位を変えたり、成
長段階に応じたメニューや負荷など強度を変えたりと工夫もしている。平日においても、１日はしっか
りと休日にしている運動部活動がほとんどであった。
　しかし、顧問や指導者が配慮しても生徒は無理をして練習に参加する場合もある。そのため、保護者
と連絡をとり合うことや、無理をすることでチーム・個人への影響を考えさせ、こつこつやることで結
果的に効率が良くなるなどメンタル面の指導などの意見もあった。その他には、日ごろからの食事（量
や栄養バランス）の指導や感染症対策のためのうがいや手洗い・マスクの着用など当たり前ではあるが
細かな指導も行われている。

Ⅳ．講習会や研修会について
　アンケートの結果、多くの顧問や指導者が自ら進んで
研修会や講習会に参加している。主催は県や地区専門部、
協会等様々である。研修会だけではなく、その競技の審
判講習会にも参加している顧問や指導者も多い。また、
練習試合に出たときに、対戦校の練習の様子、指導者同
士の交流の中で、指導力向上や技術力向上についての学
びがあるという回答も多く見られた。各競技の大会スタ
ッフや審判として参加し、自己の指導力や技術力の向上
に努めているという回答も複数あった。
　その他には高校と練習試合をしたり、連携をとったり
しているという競技もあった。また、自己の競技力を向
上させるために、社会体育の場に参加したり、各競技の資格を取得したり、インターネット・参考書等
で練習方法を考えるなど、生徒のために日々、熱心に努力している顧問や指導者がいることが、三重県
大会・東海大会でも実績を残すという現状につながっている部分があるのかもしれない。

Ⅴ．課題とまとめ
【課題】
（１）顧問や指導者についての課題
　今回、アンケートを行い、積極的に研修会や講習会等に参加する顧問が多く、トレーニング方法など
も安全面に配慮している。しかし、校務の多忙化で運動部活動指導を研究する余裕がないことや、すべ
ての時間で練習を見ることができないという悩みもある。また、負傷者・疾病者への対応のための知識
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や経験の不足、休日の練習・練習試合、養護教諭が不在のときの対処などにも不安がある。
事前の対策も大切だが、基本的な処置（熱中症対策やRICE）などの研修会や講習会なども必要だと感じる。
（２）環境についての課題
　環境面においては、熱中症などの天候についての課題や冬季での時間の確保についての意見が多くあ
げられた。また、各中学校での運動部活動の加入数のアンバランスによる練習場の問題や設備の不具合・
器具不足などがあった。
（３）トレーニング方法・健康管理についての課題
　冒頭で三重県は傷病者率が低くなってきていると述べたが、まだまだ対策が必要である。知識や経験
があったとしても、やはり技術の向上とケガが比例する傾向もある。中には専門的な知識や経験がなか
ったり、その運動部活動を初めて指導したりという顧問や指導者も数多くいる。そのために、各競技に
適したトレーニング内容やストレッチの方法、早期発見・アフターケアなどの生徒のコンディションの
見極めをする力をいかにつけるかということも大切だと感じる。
【まとめ】
　今回の調査で、どの運動部活動の顧問や指導者も、技能の向上と健康安全管理に意識が高いことがわ
かった。この実態を知り還元することで、現状を維持していきたい。さらに、今後も顧問や指導者の知
識のスキルアップなどが大切であると考える。そのためにも、顧問や指導者の交流の場である講習会等
を充実させていきたい。
　外部との連携としては、近隣の柔道整復師やスポーツトレーナーにテーピングやストレッチのアドバ
イスをもらったり、生徒のかかりつけの医院と治療や復帰の時期などの連携を取ったりしているとの意
見もあった。すべての運動部活動で同じような取り組みは難しいが、専門的な意見をもとに未然に防止
できることを増やしたり、生徒の健康状態について情報共有を行ったりすることなども積極的に取り入
れていきたい。
　その他にも、生徒の運動経験の少なさや運動量のコントロールなどの課題もあがっていた。生徒のや
る気を引き出すために、成長段階に応じたトレーニング内容や心身の変化に気づき休息を与えるなど、
生徒とコミュニケーションをとり、互いにつながることも大切な指導力である。最近では、生徒の指導
のためのアンガーマネジメントやペップトークなどの研修も増えてきているので、三重県も積極的に取
り組める機会をつくり、今後もよりよい運動部活動の充実を進めていきたい。
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『傷害予防の基本的な考え方（３つのＥ）と
実践法に役立つツール』

　西田　佳史
国立大学法人　東京工業大学　工学院機械系　教授
人工知能学会、日本ロボット学会、日本市民安全学会、子ども安全学
会など

（略歴）
1998 年東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻博士課程修了、博士（工学）。1998 年通商産業省 工
業技術院 電子技術総合研究所入所。2015 年国立研究開発法人　産業技術総合研究所　人工知能研究セ
ンター 首席研究員を経て、2019年から現職。センシング技術（IoT）と人工知能を活用した生活支援技術、
高齢者の社会参加促進技術、子どもと高齢者の傷害予防の研究に従事。

Ⅰ．傷害予防のための３つのＥ
　学校管理下での環境で、災害共済給付を行った
負傷・疾病は、１年に 100 万件以上発生しており、
その実効的な対策が急務となっている。事故に関
する危機管理では、起こってしまってからの対応
ではなく、児童の発育や教育の面、学校側の対応
で要求される労力の面、国に負担する経済的な面
から、事前に行う「予防」に重点をおくことが必
要である。しかし、今なお、「体育的活動や部活
には怪我がつきものだ」「避けることはできない」
「事故を起こした本人が悪い」という誤解がある。
世界保健機関（WHO）は、事故を予防するために
は、注意喚起だけでは有効ではなく、環境改善
（Environment）、教育（Education）、安全のルール・
安全基準の作成（Enforcement）の３つのＥ（図１参照）が必要であると指摘している。
　環境が危ないまま、注意だけで予防することは不可能である。「気を付けましょう」ではなく、環境
改善（保護具を含む）を率先して進め、そのうえで、具体的な傷害の予防方法に関して教育を通じて学
びあう、という具合に、環境改善を基本軸とした対策が必要である。環境改善を基本軸とした具体例を
観点１と２で示した。

•　 観点１：事故を予防する際には、「人の手に負えない無理なことを避ける」ことが基本である。例えば、
野球のバッターが自打球になる際、バットから目や歯までに到達する時間は 0.05 秒である。人の
反応時間は、0.2 秒程度であるので、これらの場合、注意やトレーニングだけで傷害を避けること
は不可能といってよいだろう。３メートルの遊具から転落する時間は 0.8 秒程度である。0.8-0.2=0.6
秒で救出することは、ほぼ不可能だろう。落下しないように緊張感を持つという指導は、チャレン
ジと失敗を許容する方法ではなく不適切である。ヘルメットなどの保護具を使用する、落下を前提
とした衝撃吸収性能を持った接地面にするなど、保護具と環境整備を進め、人の手に負えるように
することで予防する方法が有効である。

•　 観点２：事故予防では、「よくあるいたずら、ついやってしまうことを前提とした対策」も重要となる。
例えば、サッカーゴールでの死傷事故は日本だけではなく、海外でも大きな問題となっている。死
亡事故の主な原因を調べてみると、ぶら下がること、強風で吹き飛ばされることであることが分か
っている。過去の研究から、ぶら下がったりしてサッカーゴールが転倒し、地面との間に体が挟ま
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図１：傷害を予防する３つのＥのアプローチ
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れると、１トンを超える大きな力が発生し、頭がい骨骨折することが分かっている。実際、本当に
多くの死亡事例が報告されている。また、杭や重りで固定されていない場合には、一人がぶら下が
るだけで転倒させることが可能であることが分かっている。この場合には、注意喚起を行ってぶら
下がらないように指導するだけではなく、ぶら下がったり、強風が吹いたりしても転倒しないよう
に、杭や重りで固定することが大切である。平均風速 15 ～ 20m/s 程度の風であっても、100kg 以
上の重りが必要になる。最近では、簡単に固定できる杭も入手可能になっている［１］。

Ⅱ．学校での傷害予防の実践方法
　事故による傷害を予防するためには、図２に示すように、１）自分の学校の実態を理解し、その実態
に合わせた予防プログラムの立案、２）予防プ
ログラムの実施、３）その効果評価を行う必要
がある。各学校の環境は、それぞれ異なってい
るため、各学校データに基づく改善を実施する
必要がある。跳び箱・鉄棒の授業、ムカデ競走
のような競技の有無、部活動の種類などによっ
て、対策が異なってくる。
　「実態理解に基づく予防プログラムの立案」
「予防プログラムの効果評価」では、自分の学
校の事故に関しては、「災害共済給付オンライ
ン請求システム」から過去の事例を閲覧するこ
とが可能であり、他校の死亡・障害事例に関し
ては、一般公開されている「学校事故事例検索
データベース」から事例を閲覧することが可能
である。「予防プログラムの実施」では、スポ
ーツ事故の予防、遊具による事故の予防や点検
方法の啓発のために作成された分かりやすい教材・動画が WEB から入手可能になっている ［２］［３］。
これらの教材は、児童が理解しやすいようになっており、児童自ら危険の対処法を学ぶ際にも活用でき
るものである。学校で実施する場合は、安全を扱うことになっている保健・体育や技術・家庭の授業を
活用するのも一案である。
　環境改善アプローチに関して多い誤解がある。傷害予防のために環境改善をし過ぎると子どもの行動
を制約することにつながり、子どもの危険回避能力が育たないではないかという誤解である。実際は、
むしろその逆で、対策をしていない無防備な環境で事故を防ぐには子どもの行動を制限するしかなく、
そのような中では、危険回避能力は育まれない。モラル・注意・緊張感といった人の努力だけに支えら
れた方法ではなく、環境の中から、変えられるものを見つけ、それを変えていく、これを繰り返すこと
が、子どもたちの成長に欠かせない失敗やチャレンジを許容し、子どもたちを健康に元気にすると同時
に、保護者や教員を守ることにも繋がる。

参考文献
［１］   日本スポーツ振興センター、 ゴール等の転倒による事故防止対策について、 2018 

(https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H29goalpost/H29goalpost.pdf)
［２］   日本スポーツ振興センター、 委託事業 各年度の取組・成果物一覧 

(https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1808/Default.aspx)
［３］   日本スポーツ振興センター、学校における固定遊具による事故防止対策　調査研究報告書、 2012 

(https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1483/Default.aspx)

図２：日本スポーツ振興センターのデータベースを
活用したデータに基づく傷害予防
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