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Ⅲセミナー参加者との質疑応答
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Ｑ1 立てたピラミッドをなぜ潰すのか教えてほしい。

4段、5段のピラミッドは、立てるのに時間がかかり、降りるときにも時間がかかる。以前、学生を使って4段ピラミッドを作り実験
してみた。その際、一番下の段の人の下に体重計を設置して体重を測ったところ、上に乗っていくときにぐらぐら揺れる瞬
間の重さは、体重の4倍以上の重さがかかっていた。60kgくらいの体重だと200kg近い重さが一気にかかることがあった。
だから、上がるときと降りるとき、しかもずっと我慢して降りるときは危ないと分かり、降りるときは潰してしまおうということにし
た。3段であれば、上がって降りるまでに時間もかからず、潰さずに降ろしてよいと思うが、4段、5段となると潰すのもありだと
思う。

Ｑ2 補助倒立について、1. どういう段階で練習を積んでいくのか、2. 実際に補助倒立をするときにこのポ
イントを押さえるとよいというのがあれば教えてほしい。

配付資料の『体育的行事における事故防止事例集』に私（三宅）の担当のページがあり、倒立の補助について載せてい
る。補助倒立をする際は、正面から補助すると危ないので、振り上げ脚の方に立ち、構える。持つところは、振り上げ足の
膝のところをガチッと持つだけ。両方の足を持とうとするとうまくいかないので、手前だけでよい。反対の脚は自分でつける
ので、両脚を持とうとはしない。振り上がってきた脚を止めて、「ここだよ」と示す補助をしてあげれば、自分でがんばって止
まれるようになる。また、先生方は倒立の完成形をイメージするので、子どもたちも身体をガチガチに固めてしまうが、問題
はお尻が頭の上にポンと乗るかどうかである。逆さになるときに回転して、お尻が頭の上に逆さに乗っかってくれればよい。
その次に、お尻の上にくるぶしが乗ればよい。技ではなく、逆さになるという動きを作ってあげることが大事。大きな運動では
なく、うさぎ跳びのような小さい運動からスタートし、補助も膝立で、少しずつ少しずつ、動きとして作っていってあげるとよい。
どうしても脚が上がらない子は、2人で補助し、足が上がったら補助役も演技に参加して完成させるのも一つの技になる。
できない子を本番で2人で補助をして、できるところを見せるという見せ方も大切である。

Ｑ3

①2段のタワーで崩れないということが一番の指導ということだが、教える側としては「万が一」を考え
てしまう。そのときに三宅先生の説明にあったように、下の土台の子が上の子の足を押さえてしまう
と、上の子が自分の判断で降りたいと思っても、持たれているせいで、うまく脱出できないのではとい
う心配があるが、どうするとよいか。

②組体操を実施する際、指導計画を作るに当たり、タワーとピラミッドの違いがちょっと分かりにくい。ピ
ラミッドを作るような動きから、タワーのような形になっていく技もあり、名称の違いではあるが、三宅
先生はどのように捉えられているか、今日はスポーツ庁の方も来られているので、統一したものがあ
るのであれば教えてほしい。

①組体操は安全教育でもあると思う。先生方が「『痛い』と言うな」、「我慢しろ」、「絶対ぐらつくな、しゃべるな」このように
やっていると、子どもたちは「危ない、降りる」といったことを言えなくなり、耐えるようになる。下が危ないときは、「だめだ
め、上がらないで、無理！」といつもちゃんと言えるようにすること。あとは、わざと上がらないで、危険を回避するために、
わざわざ飛び降りる、上がれなかったらどうするという練習をやっておくと、万が一のときでも対応できる。サボテンでも、
乗せるときに、ジャンプしてすぐ乗せるのではなく、飛び降りる、足から落ちるといった遊びみたいな練習を何度もしてお
く。もう一つは、3人組にするところで、両サイドに2人、1人で上がるときに、2人の補助役を付ける。前に手を上げて、危な
かったらすぐ手をつなげる、後ろでふくらはぎをちゃんと押さえて支えてあげる、前と後ろに補助役を付ける。タワーを作っ
て完成したと思ったら、そのままタワーの横で末広がりの形で造形に加わる。終わったら、降りるときに手をつないで一緒
に降りてくるというような補助役を作って、3人タワーを5人タワーにするというところで、危なかったらすぐ手をつなぐという
ような補助役を付けてやってみるということ。これが本番までにできなかったら、このチームはなしにする。こういうルール
を作られたらどうかと思う。タワーの場合、まずはしっかり持つこと、背中を立てること、次に、補助を付けること。先生方が
不安だ怖いと思ったら、その学校ではタワーはやめてください。それが、国、教育委員会が言っている「禁止しなさい。」
ということ。必ず安全な状況を作れなかったら、だめです、やらないでください。現場の判断が必要なところではあるが、
気合、根性、今までやってきた、昔はできたといったことで進めるのではなく、補助に入った先生が対応できないのであれ
ば、やらない。私は今日、「タワーでなくてもいいでしょ？」ということをお話ししたつもりである。
②ピラミッドとタワーの違いについて、こうでなければという定義はない。先生方で名前を決めていただければよいと思う。

Ｑ4 人間起こしをする際の安全のポイント、安全に行うにはどのようにしたらよいか教えてほしい。

人間起こしは、上がる子に関しては、「体を固めましょう」という今日説明したことを何度も何度も練習させて、乗せるもので
ある。あとは押さえる・上げる子たちがぼーっとしていないで、やはりみんなでタイミングを合わせて動くという練習が必要に

※各会場における口頭でのやりとりをまとめたものです。
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なる。私が指導するときは、メディシンボールなど重いボールを使って、投げてキャッチ、投げてキャッチとみんなにやらせて、
じゃあ今度は人でやってみようというように段階的に持っていったりする。ただ上げるだけではなく、みんなの力が一つにな
らなかったら、うまくいかない。力いっぱい押してしまう子に対しては、力を優しく吸収して返すこと、足を使っていることを教
えてあげるようなことが、前段にあるとよい。あとは距離が、離れすぎていると弱くなるし、くっつきすぎていると固くなるので、
やはり肩と肩が触れ合うくらいの距離で構えるようにするとよい。いつも構えられる状態をつくらせてあげること、それで、狭
くない広くないというところで合わせてあげるとよいと思う。

Ｑ5

どのようにしたら自分の身体を知ることができるとか、このようにしたらよいといった動きみたいなもの
を、授業の最初にできるような体つくりの運動をもう少し教えてほしい。また、もしそういうものでお勧
めの本や体つくり運動で子どもたちが楽しんで取り組めそうな動きの本など、お勧めの刊行物があれば
教えてほしい。

お知らせになるが、昨年、私が書いた本（『誰もが主役！安全に配慮した組体操・組立体操の指導法』）は、文章だけではな
くて映像（DVD）も入っている。今日、先生方に紹介した技もすべて動画で説明している。校内研修で使えるような本を作
ったので、個人でなくても学校で1冊とか購入して見ていただくとよいと思う。他の組体操の本のような作品と異なり、学校
での体つくりの授業の中でも使えそうなものをたくさん入れてある。

Ｑ6 グラウンドを使う際、事前に整備をしてもけがをすることがある。どこまでを学校の安全管理の限度とし
て行ったらよいか教えてほしい。

2つの観点がある。1つ目は、グラウンド使用の時間や場所（どの範囲や競技の特性）を仕分けして活動するかを管理す
る。つまりグラウンドの使い方や安全性の観点。2つ目は、日常的な管理（例えばネットの補強・数、グラウンド整備）をどのよう
にしているか。この2点から考えていけばよいと思う。

Ｑ7
熱中症対策で、授業中や部活動中、休憩をさせて20分に1回くらいのペースで水分補給をさせている
が、飲むものの種類や塩分濃度、水分補給の方法をどのようにするのがいいのか教えてほしい。スポー
ツドリンクは、糖分が多いと聞いたことがある。

通常の授業のような短時間での活動で発汗量が多くなければ、水やお茶でよい。塩分は食事等で摂取できる。部活動の
場合は、塩分があった方がよいので、スポーツドリンクでよい。スポーツドリンクの糖分は、運動中であればエネルギーで消
化するので、特に気にする必要はない。塩分濃度は0.1～0.2％が推奨されていて、スポーツドリンクはその程度である。登
山や何時間も運動すると汗で塩分濃度が高くなることがあり、スポーツドリンクに塩分を足したものを補給した方がよいこと
があるが、学校の部活動であれば、通常のスポーツドリンクでよいと考えられる。

Ｑ8
宇部市ではWBGT計が配布されている。昼休憩に計測しに行くが、ずっと警告アラームが鳴っている。
児童は昼休憩に外で遊びたいが、運動は原則禁止の数値が出ていて、外で遊べない状況である。どのあ
たりで線引きしたらよいか教えてほしい。WBGT計が配布され、使い方の指導等はない。

WBGTは部活動を想定して基準を定めている。部活動など組織的に運動している場合は個人で休憩を取れないので、
強制的に運動を中止した方がよいが、日常的なことはどこまでという線引きは難しい。長時間の運動は避けなさい、具合が
悪くなればすぐに運動をやめなさい、ということはあるが一切禁止ということは難しい。通常の生活で禁止をしているわけ
ではなく、一律に禁止と言えないので、子どもの様子を見ながら決定してほしい。

Ｑ9 熱中症に個人差はあるのか。一度、熱中症になった児童生徒は、再びなりやすいのか。

個人差は非常に大きくある。体力、肥満、年齢、その日の体調、暑さに慣れているかどうか等で個人差はある。一般的に
は、過去に熱中症になった子はまた起こしやすいので注意をする必要がある。ただし、風邪などの特別な要因があって熱
中症になっていれば、ほかの人とリスクは変わらないかもしれない。水分補給の時間を作っても飲まない子どももいるので、
個人の特性や水分補給の状況を見て指導する（必ず水分を取らせる）必要もある。これだけ暑くなってくると、熱中症を避
けるのは難しいが重症化や死亡を避けるべきである。運動を禁止し何もさせないということはよくない。身を守る術を教え
る予防の部分と早急な応急処置を総合的に判断していくことが重要である。

Ｑ10

「脳振盪」や「急性くも膜下血腫」の場合、柔道やラグビーであれば、ルール上で1週間という期間、試合
に出場できないと定められているが、他の競技ではそのようなルールが定められていないことが多い。
コンタクトが少ない、又は全くない競技であっても、出場させない期間をコンタクトの多い競技と同じよう
にした方がよいのか。また、再開させる際に指導者側として注意しなければならない点を教えてほしい。
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コンタクトが少ないから休む必要がないとは言い切れないが、脳振盪に対する対応についてはまだ統一されていないた
め、今後検討されていくと思われる。現場の先生方には、生徒のいつもと違う様子を把握するために、生徒を見てあげると
いうことが一番重要な点ではないかと思う。

Ｑ11

当日配付資料の戸田委員長の事業概要説明の平成26年から今年度までの「事業の主な経過」というス
ライドの中で、体育活動における死亡・重障害事故の傾向把握件数が示されているが、年次推移は「横
ばい」という見方をすればよいのか。また、横ばいである要因はどういったところにあると推測されるか
教えてほしい。

死亡・重障害事故は横ばいではあるが、大きく見れば減少傾向にあり、教育委員会・競技団体・先生方が事故防止や啓
発に努められているからだと思う。しかし、死亡や障害事故は子どもの一生に関わることであり、被災児童生徒等のご家族・
友人・先生方などが様 な々ところで停滞するなど、非常に不幸な事態に陥る。数値として減少はしているが、残念ながら同
様の事故が繰り返されているため、過去に起こった重障害事故を繰り返さないよう、より詳しく専門家の先生にご指導や
調査をいただき、現場の先生方に情報提供していこうと思っている。

Ｑ12 先日、剣道の強化合宿後、クールダウンとして生徒をプールに入れたが、果たして効果的なのか。また、
その際に注意すべき点・考えられる点があれば教えてほしい。

剣道においてはクールダウン目的でプールに入れることは有効だと思う。しかし、クールダウンのために入れたはずのプール
で、練習以上にはしゃいでしまう生徒が必ずいるため、クールダウンのときの事故が多い。特に、飛び込んではいけないと伝
えたのにもかかわらず、そのうち回転をし始め、頭を打ち頚椎捻挫の事故も多く発生している。先生がきちんと付き添って、
クールダウンを目的にしていることを指導いただきたい。

Ｑ13
相撲部の指導をしており、今年度に別のけががきっかけで「くも膜のう胞」が見つかった生徒がいる。コ
ンタクトスポーツは原則禁止され、辞めることも含め相談をしたが、生徒は相撲を続けたいという意思
があり、頭がぶつからないよう練習を続けている。アドバイスがほしい。

非常に難しいケース。「くも膜のう胞」以外にも、軽い急性硬膜下血腫を起こした方の復帰の可否などは、いつも議論にな
る。正直なところ正解がなく、ケースバイケースとなり、子どもの状況を含め主治医と相談し慎重に対応することが必要であ
る。

Ｑ14
マウスガードの装着について、業者が学校に直接営業を行うことがあり、（業者のマウスガードの）値段
が安いという話を聞くが、歯科医師が製作したものとの違いや導入する際のポイントがあれば教えてほ
しい。

歯科医師としては、マウスガードのクオリティは担保したいと考えているため、歯科医師が管理するということを前面に出し
て説明させていただいている。現状は市販のマウスガードや業者からの販売もあるが、クオリティはピンキリだと聞いてい
る。粗悪品が原因で生徒がけがをすることがないよう、学校歯科医と連絡を取り、しっかりと良いマウスガードを提供してほ
しい。

Ｑ15
サッカーの授業で後ろからボールが（頭に）当たり鼻血を出す生徒や、柔道で受け身を失敗し鼻血を出
す生徒がいる。病院を受診したところ問題はなかったが、鼻血が出た場合、考えられる脳の障害があれ
ば教えてほしい。

受け身の際に頭を打ち、鼻血が出る例はあまり聞いたことがない。急性硬膜下血腫や脳振盪と鼻血は直接的につながら
ないと思われる。別の原因として、鼻のどこかの血管が切れたのではないかと思われる。医学の中では、脳と鼻血は直接
関係しないというのが一般的である。

Ｑ16 「事故を防ぐための子どもたちの能力」をふまえ、小学校低学年の場合の安全指導について具体的な方
法を教えてほしい。

小学校低学年の場合は、一方的に言葉だけでルールを教えるのではなく、危険に遭遇した場合や、危機回避する行動を
場面ごとに考えさせ、教えることが必要ではないか。「次はどうなる？」と子どもたちに問いかけるといったようなことで、例え
ば、ぶらんこで遊んでいる児童のところにボールが転がってきて、それを追いかけている児童の場面をイラストや絵にして
子どもたちに見せ、「次にどうなる？」と聞くと、「ぶらんこにぶつかる」と言う。それに対して「ぶつからないようにするにはどう
したらよいのか？」と問いかけるというようなこと。「ぶらんこを止める」「ぶらんこから離れたところから回り込む」など子ども
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たちのアイディアは具体的になり、分かりやすくなる。これが危険予測、危険回避である。学校での危険予測の教育の一つ
一つで想定し、学年ごとに危ないと思った体験等を題材にし、帰りの会等の短い時間において話し合いの場を設けてみ
るのはどうか。

Ｑ17 サッカーについて、小、中、高校と発達段階に応じて、どのような事故が多いものなのか、もう少し具体
的に教えてほしい。

サッカーに関しては、どの校種も同じような傾向である。学年での違いや、発達段階においての大きな特徴はなく、ボールと
の衝突がまず多く、次にヘディングによる事故も非常に多い。また、ゴール前のキーパーとの競り合い等でのゴールキーパ
ーのけがも意外に多いほか、ゴールキーパーにぶつかってのけがも多く、ゴール前のプレーとヘディング、競り合いのプレー
のけがが多い。

Ｑ18 プールの中に入っていて、熱中症になるリスクとはどういうものが多いのか。

学校安全Webで公開しているパンフレット「学校屋外プールにおける熱中症対策」を参考にしてほしい。体温より低い水
温ならば、動かなければクールダウンになるが、水温が上がったときは、汗をかいて脱水となる。一定時の休息タイムで給水
することがよい。監視の大人の熱中症対策、例えばプールのフェンスの所にミストを流す、日陰を作る等の工夫を実践して
みる。水の温度が体温よりも上昇すれば、水の中でも熱中症は起こる。「危ない」というのはそういうことだと思う。また、熱
中症になる子どもたちの7割以上が肥満傾向の子どもであるが、知られていなく、医療関係者の方もほとんど知らない。肥
満傾向の子は熱中症になりやすいと頭の中に入れて帰っていただきたいと思う。

Ｑ19 持久走大会等、学校で発症し得る心疾患についての予防、初期の対応について教えてほしい。

心電図検診で不整脈は簡単に見つかり、治療も進むが、心筋症、カテコラミン関連の不整脈等は予測できず、また違う対
応が必要と思う。本人が調子が悪いときは無理させず、管理者である教師が最低限の注意を払う必要があるが、特別な
対応は必要ないと思う。また、「走っているときが起こりやすい」ことを頭に入れておく。準備運動等も無造作にやらせてお
くのは非常に危険であり、様子がおかしい等観察することが必要である。健康観察もしっかりやっていただきたい。あわせ
て、運動誘発性アナフィラキシーにも気を付けていただきたい。

Ｑ20

持久走大会で走り終わった子が全身の蕁麻疹とぜんそくの症状となり救急車を呼んだ事例があるが、本
人に聞くと風邪薬を服用していたとのこと。子どもが服用している薬と運動を起因とする疾病の因果関
係について教えてほしい。また、因果関係があるならば、運動に参加させるにはどうしたらよいか、ある
いは参加させないほうがよいものか、予防策を教えてほしい。

薬と運動を起因とする疾病の因果関係は否定できない。薬が市販の総合感冒薬となると、20種類（処方箋による感冒薬
は３種類）程度の成分が入っている。どの成分がアレルギーの原因になるのか、想定することがまず必要。アレルギーの症
状が出た場合、できる予防策は、「その服用した薬は飲まない」ということである。なお、市販薬を別の会社の総合感冒薬
に変えたとしても、成分が多種にわたっているため、事故の予防の効果は薄いと思う。

Ｑ21 高校野球について、球数制限等が問題になり、取り上げられてきているが、それらの方向性について助
言がほしい。

昨年12月に、新潟県高野連から「1試合100球に抑えて、子どもたちをけがから守る」という投球制限に関する提案があ
り、その後、医者、弁護士、教育関係者、現場の指導者による有識者会議を開き議論した。その結果、「1試合で肘・肩が
壊れるということもまれにはあるが、一般的ではない」とのことであった。それならば、試合日程について検討して生徒たち
に不利がないようにするのか、各野球部内で複数投手制の推進を実行すべきか等を考えなければならない。また、けがは
小中学校からの再発が多く見られる。この問題は高校だけ球数制限をしてもダメであり、野球界全体で取り組んでいく課
題であると考え、結論を出そうと思っている。昔はチームのため倒れるまでプレーするという考えであったが、今は一人一人
を大切にしようという考えに変わっており、指導者が発想の転換をして、科学的な知識を習得し、生徒たちが存分に活動
できる環境を目指すことを思っている。

Ｑ22 学校の管理下の事故に対する教師が負う責任を教えてほしい。

私立と公立では適用される法律が異なるが、基本的には刑事上、民事上、行政上の3つの責任を負うこととなる。
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Ｑ23 今年も熱中症での対応に苦労した。立場的に活動を止めなければならず、授業や部活動は授業時数や
大会の関係で進めなければならず現場は本当に苦しいところであるが、対応があれば教えてほしい。

運動時の熱中症予防運動指針は、熱中症に関するリスクを示したものであり、練習についてはリスクを意識した上で、時
間の短縮や水分補給などにより対策をとって練習することが大切である。大会の場合も、リスクを意識した上で必要な対
策をとれればよいが、必要な対策をとれないのであれば、中止すべきである。

Ｑ24 空間認知能力の低い子どもへの指導方法を教えてほしい。

例えば大きなフラフープを使用し、はみ出たときに気付かせたり、ペアになって危なくなったら止める等の方法が考えられる
が、基本的には危険性が事前に予見できるのであれば、防ぐための手段を講じたり、個に応じた指導が大切である。

Ｑ25
キャットウォークに掛かるバスケットゴールを使用して試合を行うことが問題であるとのことであった
が、当校では授業で使用している。クラス40名の運動機会の確保を考えればやむを得ないとも考える
が、どのようにお考えか。

学校現場において限られたリソースしかないことは十分理解している。禁止することが難しい場合は、危険物を除去した
り、保護することで、リスクを軽減することが大切である。例えば、説明した京都のミニバスケットボールの事例は、体育館の
下の窓が原因となったが、マットで隠して保護しておけば、リスクは軽減できる。

Ｑ26 体育のサッカーを体育館で行う場合の有効な指導法や事故防止対策があれば教えてほしい。

室内においては活動人数や運動強度が課題として考えられるが、3対3の試合を行い、試合に参加するもの以外を壁役
で参加させることを推奨する。 これは、3対3の少人数で試合を行うことにより傍観者が発生しづらいこと、試合に出ないも
のも壁役として参加することにより、集中して取り組むことができるためである。
現在、大学と研究を行っており、最終結果は出ていないが、壁がある方が、プレーが長く続くため子どもが安心してプレー
できるようであった。
また、ボールが外に出てプレーが途切れる時間がなくなるため、運動強度が高くなるメリットもあると考えている。

Ｑ27 複数の学校に転任したが、学校ごとに事故防止に対する意識の差を感じる。学校全体の意識を高める方
法を教えてほしい。

•組織として同じ方向を向くことが大切である。そのためには学校や地域等で安全対策の確認やフローチャートの確認
を定期的に行うことが大切である。
•教員の意識を高めた状況を維持することは難しい。小さい事故であっても、実際に発生した事故の原因や対策まで考
えていくことが大切である。
•子ども自身が危険を認識し回避する力を身に付ける必要がある。また、危険なことを伝えるだけでなく、なぜ危険なのか
を理解することが大切である。 これは教職員でも同じことが言える。例えば、JSCでは10分程度の熱中症対策や突然
死防止のDVDを作成している。これらDVDを定期的に職員会議の冒頭又は最後に見せるだけでも変わってくると考
える。
•医療関係者でも常にスポーツ安全に意識が高い人ばかりではない。具体的な事例に触れることが大切だと考える。

Ｑ28 校外学習等で外出していて、保存液や牛乳がない状況での保存方法を教えてほしい。

自身の唾液や周囲の唾液を集めて保存しておくのがよい。子どもの口の中に入れて保存すると、誤嚥の可能性があるた
め避けた方がよい。救急箱に保存液を入れておいた方がよい。牛乳パックを1パック持っておくことを推奨する。

Ｑ29 体育館の熱中症対策について、クーラーを設置することが予算上厳しいので、ミスト発生装置や送風機
を置いて対応しているが、よりよい方法があれば教えてほしい。

体育館は教室以上に費用がかかり、一般的な学校でクーラーを設置することは難しいと思われる。子どもに熱中症予防
教育を行い、自分の身を守るために何をすればよいか理解させることが大切である。

Ｑ30 事故が起きた際に、学校がとるべき行動、指導者責任、裁判事例の判例について教えてほしい。

事故防止の対策を日々 行っていれば、問われるレベルにはならないのではないか。学校安全Webの死亡・障害事例が検
索できる「学校事故事例検索データベース」を活用し、どんなリスクがあるか予測する安全注意義務や、起きた事故から
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事故事例を学ぶことが重要である。例えば、熱中症の死亡事例では、部活動中に体調が悪くなり、休憩後、部活動が終わ
ってから、普通に帰らせた。下校中に倒れ、結局は残念ながら亡くなった。和解にはなったが、そういう例もある。

Ｑ31 運動部活動中の適切な休憩について教えてほしい。

環境条件、運動環境、いろいろあるため、難しい。
•時間の目安としては、気温30度近くであれば30分に1回休憩する。
•現場の状況で様子を見て休ませる。目安として数字を設定する。
•具合が悪いので休ませる」「申告させて休ませる」というのもあるが、運動の質が下がったら休ませる。安全の面、練習
の効果という面からもよい。
•個人によって症状は異なるので、いかに見分けるかということが重要である。
•野球で多いのは、イレギュラーバウンドで、目と歯をけがすることが多い。大体1時間に1回は休憩をとるが、それを30分に
1回グラウンド整備を入れることでイレギュラーバウンドを少なくしようと呼び掛けをした。疲労度の蓄積も回避できるという
考えである。
•水泳中でも熱中症になるので、休憩時に日陰を作る。監視中も熱中症に気を付ける。

Ｑ32 中学で野球の指導をしている。①中学生以降の事故の特徴　②練習のグラウンドにAED設置という状
況が想像できないので教えてほしい。

①中学生にはバッティング、ティーバッティングによる事故はない。高校だけのようである。練習するほどやっていないからだ
と思う。中学1年と中学3年とはずいぶん体力差が違う。自打球、補球の失敗も結構あるようだ。高校になると、捕球の失
敗、野手同士の衝突や練習のテンポあげ、ノックの際ふとよそ見したとき、何より一番多いのはティーバッティングのトスを
上げるとき、ティーマシンのボールを入れるときにきちんと設備をやっていないとそういった事故が多いという印象である。
②AEDに関しては、1分、100ｍ以内に設置を考えていただきたい。その場所のどこにあるのか、その場所までどのくらい
の時間がかかるのかということを頭に入れておくべきである。残念な例を挙げると、夜、部活動をしていて胸にボールが
当たり、心肺停止になった。生徒がAEDを取りに行ったが校舎が閉まっており、AEDが取り出せなかった。もし、事故が
起こり、AEDが使えたら助かったのにとなると、訴訟となった場合、非常に厳しい管理責任が問われると思う。AEDはレ
ンタルで貸出ししているところもあるので、練習会場に持参する学校もある。

Ｑ33 猛暑の中で大会を運営する時のアドバイス、具体的な方法があれば教えてほしい。

ミスト式の扇風機について、効果判定をしたことがないため断定的なことは言えないが、気化熱を促進するので一定の効
果はあるのではないかと思う。ただ、湿度が高いとその効果は薄れるので、直接ペットボトルで手を冷やす等の方が、効果
があるかもしれない。
今後、地球温暖化の影響を受けて、開催そのものを夜にする、屋内にする、時期を変える等、いろいろな工夫をし、まだ何
とか大会運営が可能ではないかと思う。

Ｑ34 組体操について、大津市の現状と、JSCは組体操を推進しているのか否定しているのか教えてほしい。

•滋賀県教育委員会としては、組体操を実施するしないにかかわらず、学校で議論をして対応をするように求めている。
•JSCではピラミッドは3段ぐらいまででないと安全を確保することはとてもできないとしている。労働安全衛生規則におい
ては、2ｍ以上であれば、きちんと手すりや命綱をつけなければならないとしており、また、チアリーディングの規定の中で
は、毎日練習し、鍛錬しているチアリーディング部の部員でも、タワーは最大2.5段までとしている。そういったことを参考に
すると、JSCのスポーツ事故防止対策協議会ワーキンググループでは、2段を超えるものはとても安全だとは言えない。高
さだけを求めるのではなく、二人組、三人組で音楽に合わせたり、若干マスゲームのようなものにしたりと組体操に幅を
持たせやってみたらどうか、工夫したらどうかという提案を『体育的行事における事故防止事例集』でしているので参
考にしていただきたい。

Ｑ35
保育園に勤務している。眼のけがの防止のため、ゴーグルはどういう構造なのか装着が必要なのか、ボ
ールの選択で今使っているボールでよいのか、それとも先ほど出ていたスポンジボールの方に買い替
えたほうがよいのか、教えてほしい。

眼鏡販売店に、水泳用とは全然違う、大きめの割れないスポーツ用のゴーグルが置いてある。保育園では、使用するボー
ルにもよるが、ゴーグルの装着は必要ないと思う。ボールの工夫のほうが大事で、スポンジボールは当たっても痛くなく、ほぼ
ボールと同じ軌道で動くため、有用だと思う。ゴムボールが1，000円くらいであれば、スポンジボールは2，000円程度する。子
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どもたちは当たったらびっくりはするが、よく考えたら痛くはなく、けがは防げるのではないかと幼児にはお薦めする。スポン
ジボールを購入するお金がなかったら、新聞ボールをお薦めする。例えば図工を兼ねて自分なりのマークやキャラクターを
作った新聞ボールに書いたらと促すと、園児はすごく大事にする。4、5歳児だとボールを大事にするのも、とても大切なこと
なので、このような取組もあるかと思う。

Ｑ36

平成17年時点での司法の判断を強調されていたと思うが、小学校に長く勤務していて、教員の業務が
著しく増えているというか守備範囲が増えてきている。20年前、30年前はしていなかったような仕事も
していることを考えると、13、14年前の司法の判断が、我々としては今の時点で同じ事が起こったら、
もっと学校への責任が強くなっているということを感じざるを得ないが、見解を聞かせてほしい。

•先ほど説明した裁判と同等か守備範囲が広くなっていることは間違いないと思う。もともと平成17年時点のことを強調
する気はなかったが、本日、石見先生のAEDの話を伺って、AEDがこれほど普及してきて、学校現場では使いましょう
と要望が出ている中で、過去の裁判と同じようなことが発生したことを想像すると、恐らく裁判所がAED云 と々踏み込
んで判断する日が来るものと思って申し上げた。
•心肺蘇生とAEDの普及活動をしてきて、当初は弁護士に「ある意味こういう普及啓発活動をすることは、責任範囲は
どうしても拡大するのですよ。」と言われた。安全管理というのは安全の質が高まると、当然それに合わせて社会のスタ
ンダードが変わるので、責任範囲はどうしても増えてしまう。結果として子どもたちの安全を守る、学校を安全にするため
にはどうしても底上げが必要で、責任が広がってしまう。恐らく学校の先生だけが責任を負うのではなく、社会全体でも
っと理解をしなければならないが、現実はそういうことはないのかと思う。なので、先生方が大変な中で一生懸命ちゃん
とやっているのだと伝えていって、やるべきことはやって学校を守りましょうという流れになるべきと思う。

Ｑ37
「柔道による重症頭部外傷の現状と対策」のテーマで、頭部外傷、頭を強く打ったときの処置
に対して説明していただいたが、「急性硬膜下血種」と「脳振盪」の違いについて、「脳振盪」
の定義をどのように説明したらよいものか。

定義はなかなか難しく、頭痛、意識障害の症状があれば明らかだが、受診しないと診断がつかないこともあるので、現場で
「脳振盪」と判断するのは難しい。強く出ている症状があれば、脳振盪よりも出血を疑わなければいけない。医学的には
器質的な出血等がなくとも症状が出ている場合は、「脳振盪」であると一様に考えられているようであるが、「急性硬膜下
血種」と「脳振盪」の発生機序はよく似ていて、回転加速度がかかって、脳が揺さぶられるような力がかかってるものと言
われている。

Ｑ38
生徒が頭を打った状況を見て、指導者は初期の対応を誤ってはいけなく、そのときに「今何時か分かる
か？」や「どこにいるか分かるか？」等の健忘の状況を確認するが、「分からない」との返事の場合は、救
急措置をとり、すぐに受診させる対応を怠ってはいけないと指導したほうがよいのか。

もちろん、受診することが一番いいとは思うが、比較的意識がはっきりしていて、ただ逆行性健忘があるというだけならば、
少し経過を見てもいいのかもしれない。傍に観察者をつけ経過を見ていき、変化があったらすぐ受診でもいいかもしれな
いが、その場に応じての対応になると思う。
（救急で受診した場合、病院では脳のCT等をとって確認をとるのか？）
→症状が強いというときには病院に行ってCT等をとってもらうよう勧める。症状が軽い場合は、観察者をつけて様子を見
ていくという場合もある。

（段階的に競技に復帰させる場合、どういった形で間隔をとっていったらよいのか？）
→（段階的競技復帰プロトコル （GRTP）によると）最低安静時間は24時間である。次の段階に進むのに24時間要し、復
帰させるまで最短でも1週間程度要する。1つのケースに進んでいくのは24時間と決めている。

Ｑ39

「脳振盪」について、セカンドインパクト症候群を考慮する必要があり、保健室では首から上のけがは病
院へ行くか、様子を見るか迷うところで、軽度と思われる部分では学校で1日様子を見て、帰宅後、家庭
で24時間様子を見てもらうよう依頼している。小児の場合は、1週間後、1か月後に脳出血等が現れる
ことがあると聞いたこともあり、軽度の部分についての保健室の対応と、家庭での対応で保護者にどの
ように伝えてよいのか教えてほしい。

これは軽症、これは重症と判断するのは難しく、見られた感じで、これはちょっとおかしいと感じたときには、病院受診を勧め
る方が安全だと思う。ふだんと比較するということが重要だと思う。1点だけを見て判断するのは難しく、ナショナルチームに
おいて常に行動をともにしており、いつもと違うなというところで気付くことがある。今までの経験上、これはちょっと違うなと
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いうときに病院受診を勧められた方がよいと思う。

Ｑ40

本校で跳び箱でのけがが多いことについて。中学校の場合は、ある程度手の付き方や踏切りの技術がで
きており、高さに挑戦する授業が多くなっている気がして、着地のマットを平たいマットではなく、セーフ
ティーマットにしているが、その間に足が挟まったり、勢いつきすぎて跳ね返り、マットの横に出てしまっ
てのけがが発生している。跳び箱の安全対策として、平らなマットを使った方がよいのか、セーフティー
マットを使用して安全対策を講じた方がよいのか、どのようにしたらよいものか。

•マットの種類とけがについては把握はしていない。他の事例の鉄棒で言えば、着地面は、「砂」か、「ゴムチップ」か、どち
らがよいのかという研究はなされているものの、跳び箱のデータはなく、どちらがよいと言える段階ではないと思う。どちら
にしても、段階的に活動していくことは大事ではないかと思う。活動が激しくなるにつれ、事故の重症度も上がってくるこ
とがあるので、例えば器械体操でも頚部の外傷が多かったり、増えてくるということもあるため、そのことを考慮した指導
の仕方というのも開発していく必要があると思う。
•今までの経験上、飛べる子ほど、徐 に々段数も上がっていき、勢いがつきすぎて腰の位置が著しく上がりすぎての着地と
なり、顔面から突っ込んでしまったりする場合がある。マットの種類で、けががどう変わるかも分からないが、「しっかり手
をついて、どういう形になっているとちゃんと着地ができるのか」撮影しその映像を見ることで、飛んだ後の自分の形が見
られ、客観的に自分の形が把握でき、けがの防止になっているのではないかと思う。けがをするときは、非常に無理をし
ている形になっていたり、手が変なつき方になっていることがあるので、それが正しい形、無理のない形にしてあげるとい
うのが一番だと思ってる。
•セーフティーマットだからといって、どんなふうに使っても安全かということではない。跳び箱で使ったことが、逆に危険に
しているかもしれないので、そこはよく検討する必要があるのではないか。けがが多発するのであれば、跳び箱には向
いていないのではないかと推測する。もう一方で、跳び箱は、指導要領では高さだけを求めるとはしていない。飛び方、
調整の仕方も違ってくる。目標を設定して、クラス全員が一緒ではなくて、個人の能力も合わせるようにして、高さは条件
の一つにすぎないものとし、子どもが一番気持ちよく飛べる高さを選んで、技を披露するのがよいと思う。指導要領を熟
読して、けがのないよう工夫をし、指導することが必要ではないか。

Ｑ41

最近、保育所、4歳児がぶらんこから手を離して後頭部を手すりに打ったので、病院に運んだ。元気はあ
ったが、親の希望もあってＣＴの検査を実施、結果、大丈夫だったことがあった。保育園、幼稚園では、先
生方は幼児に対し、園内でいろんな外遊びをさせること大事にしている中で、幼児の保育中のけがにつ
いて、今までの経験や研究でこうしたらよいとか、こういったことが変わってきたとか、そういうことがあ
ったら教えてほしい。

•保育所の事故について、一般的に、園庭でのけがで多いのは、圧倒的に遊具によるものである。例えば、ぶらんこでの
事故は、子どもが通る動線とぶらんこの揺れの動線がかぶって、それらが分離されていないことで多発していることが
ある。また、すべり台での事故が一番多いが、すべり台からの転落事故が非常に多く発生していることが分かっている。
その場合は、転落する場所に落ちても大丈夫なように整備しておくことが確実な対策である。ぶらんこの場合には動線
を隔離するために、カラーコーンなど費用のかからないポール代わりのものを置く対策を立てているところもある。そうい
った環境改善の後に、動線の管理をすることと、「逆走しない」などの遊具のルールを策定することがよいのではない
か。保育園で亡くなる事例には、人的要因がある。例えば、フード付きの服を着用しているとか、棒を持って遊具に登っ
ている等、何かを持っているという要因である。その点も考慮した対策が必要かと思う。
•ＪＳＣでは遊具の調査研究を実施したことがあるが、幼稚園、小学校等では、ぶらんことすべり台での事故が非常に多
く、どこの場所が一番多いかというと地面である。落ちてけがをするというのが圧倒的に多い。そのため、敷いた砂を少
し多くする、マットを敷いておく等の対応が重要である。また、児童等の遊び中の動線にも注意が必要で、錯綜すれば
そこでけがが起こってしまう。加えて、ぶらんこにおいて手を放すことは危ないので、遊具の遊び方について日頃の保育
教育の中で約束ごとをしっかり徹底しておくことも必要だと思う。前述の「フード付きの服」については、すべり台をしようと
して、フード付きの服やランドセルの肩ベルトや、縄跳びが何かの拍子で手すりに引っ掛かり、首にまわったり、死亡に至
ることもある。物を持たせたり背負わせたりした状態で、すべり台、ジャングルジム等で遊ばせない等のルールも徹底して
おく必要があると感じる。

Ｑ42 熱中症について、同じ部員に症状が出てしまう。一度かかると身体がクセになって、かかりやすくなった
り、過剰に反応することがあるのではないかと思うが、どうなのか。

いくつかの要因が考えられるところだが、前後1～2週間の練習メニューなども考慮する必要がある。また、習慣性になる子
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どもとならない子どもがいる。背景にある熱中症になりやすい要因を抑える必要がある。その子の日常生活や食生活が、
熱中症を引き起こさないものになっているか。部活動をする体調ができているか。トレーニング日誌をつけたり、不足してい
るものがあるか確認する必要がある。食事と睡眠がきちんととれているかは重要である。

Ｑ43 打ち身や肉離れの予防法について、あるのなら教えてほしい。

肉離れはハムストリングに多い。柔軟性の不足が考えられる。static（静的）なものではなく、動的、エキセントリックな動作で
起こるため、そうした動作に対応するストレッチを行うとよい。

Ｑ44 熱中症が集団的に起こることがあるようだが、その際の集団心理などについてはどうか。

集団的な熱中症は、大人では起こっていないことから、集団心理ということは言えないのではないかと考えられる。

Ｑ45 高体連でスポーツ事故防止の対策としてどのようなことをしているか。

どこかの学校で事故があったら、県の教育委員会体育保健課から、事例を文書として各学校へ配布し、注意喚起をして
いる。

Ｑ46 学校で、特に体育やスポーツの教員がかかわる熱中症予防や心肺蘇生、体育・スポーツ活動にかかわる
ような研修はどのようなことをされているか。

•熱中症については、その時期が来たら、職員会議で注意喚起を、心肺蘇生については、高校では、長距離走・持久走
前、小学校ではプール開放が始まる前に保護者も交えて行っている。
•熱中症については、東京都、葛飾区教育委員会からの通達を受けて、ポイントを各教員に周知徹底し、注意喚起しなが
ら行っている。熱中症対策DVDは、葛飾区では校長会で必ず視聴するようにと通達し、新しい知識を学んでいる。（ち
なみに葛飾区校長会では全員が視聴している。）
•AEDについては、5、6年生は必ず簡易蘇生練習器具を使い指導している。同時に教職員もAEDの使い方を学んでい
る。

Ｑ47 組体操での事故は大技より小技のけがが多いというデータ統計の出典があれば、教えてほしい。

校長会で情報交換を行ったり、教職員の経験や聞いた話から判断したもので、統計から出したものではない。

Ｑ48 水泳で飛び込みした時に手背をそらせたら、かなり浮き上がることができるということだが、職員研修で
話をするときに、解剖学的な骨格的な動きを説明できると思うので教えてほしい。

飛び込んで入水した後に手首をそのままにするとそのまま下に行き、手首を上に向けると上に上がる。船の方向を決めるよ
うに方向性をそれで決めてくれる。飛び込み選手は飛び込んですぐにくるりと回し、上に向かう。

Ｑ49 心室性期外収縮の疾患について、現場で対応する養護教諭が医療機関に連れて行く判断をすべき兆候
を教えてほしい。

心室性期外収縮の不整脈はよくある疾患だが、自覚症状はない。3発以上連続して出た場合を頻室頻拍と呼ぶ。これは、
重症感のある程度の高い不整脈となるので、連発して自覚症状がない時は期外収縮と留めておく。自覚症状がなくて連
発しているときは気になる症状。突然死することが多いのかと言われると、多いわけではない。健康診断で何十人と期外
収縮と診断される人がいるが、運動不許可が出る人は数年に1人程度である。自覚症状も人それぞれであり難しい。動
悸が最初の自覚症状ということが多い。動悸の表現も人それぞれである。喉の辺りに心臓が上がってくる感じ、胸が痛い、
お腹が痛い等。心室性期外収縮は統計にもあったが、突然死における原因を探る中で、期外収縮としか記載されておら
ず、期外収縮が重かったかどうかは分からない。管理指導表に出ているとおりの判断をしていただき、運動できるのであれ
ば運動してよい。ただ、ふつうの子どもと違うのは、管理指導表に書いてある子どもが何か言ってきた場合は気のせいだと
言わず、必ず休ませて、脈拍をとり、脈の速さをみること。運動しているから脈拍は早いが、180以上、100以上になると自覚
症状が出る。
心室性期外収縮は突然死につながることは少ないが、ないわけではない。ポイントとして次の2点 1. 続けて何発も出た場
合、本人の自覚症状がある 2. 運動したら増えてくる傾向  が危険のシグナルと考えられる。

Ｑ50 WPW症候群で小学校では管理対象だったが、中学校で外れて高校へ進学後、突然死した。管理を外れ
た生徒に対しての学校ができることについて教えてほしい。
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期外収縮が何年間かなかった場合は管理指導表から外すという判断をする場合が多い。その場合は、医師が不整脈と
して扱う必要がないと判断し、管理指導表から外したので、そのとおりにしてもらう。少なくとも自覚症状がなければ運動は
そのままさせてよい。自覚症状が出た場合は、程度によるが、脈拍をとったり、顔色を見たりしつつ、休ませて様子を見る。
10分から15分ほど様子を見て、悪化した場合は医療機関へ連れて行く。10人に1人くらいWPW症候群、頻脈発作、頻脈
は180以上となるが、脈を取ると数え切れないほどで、顔色も青ざめる。特有の波形が出るときと出ないときが混在する間
欠性WPW症候群もある。医師が見たときに出ていない人に関しては正常となる。本人の自覚症状があるかどうかがポイン
ト。従前から言われるような、心臓病を鍛えて治そうとするのはよろしくない。

Ｑ51 知識と意識を高く持たせるにはどうしたらよいか

もし、何かあったときに大変なことになると常に話をする。バレーボールの支柱にカバーをつけてない→気付いたらつける、
サッカーゴールに重しを乗せてない→乗せる等、気付いたらその都度注意しながら話をする。詳しい安全担当を養成して
いくしかない。

Ｑ52 体育の授業中に声掛けを行うが、無理するな、がんばらなくてよい、など伝えるため、生徒に対しての分
かりやすい言葉を教えてほしい。

言葉として何が分かりやすいかは、よい言葉が見つからない。運動会など本気でやる前に、練習で8割ほど運動をさせて、
それぞれの生徒の表現を見る。それぞれ、生徒によって、きつさの表現が違うと思うが、顔つきや脈拍をみて判断する。医
学的に適切な判断をしようとするのは難しい。今後の指標を示してあげられる明確にできるようなものがあればよいなと思
っている。管理指導表には、息が弾んでいる、隣の人と話ができるか等の区分があるので一度確認してみてほしい。今の
時代だと、あまりがんばりすぎるなという方向で判断、話をしておくことになるのではないか。

Ｑ53 重症心身障害者で3歳児くらいの体格の生徒もいるが、その子どもに大人用のAEDパッドを貼っても支
障はないか。

AEDの2つのパッドを貼ったときに接触しなければ問題ない。接触するときは、胸と背中に貼る。メンテナンス時に小児用パ
ッドを導入できるか検討する。15キロ以下であれば小児パッド、20キロ以上であれば大人用で問題ない。側弯などで体が
曲がっていたりするときには、心臓の位置を確認することが大事。保護者の同意の下、レントゲンなどで確認させてもらって
おくことも一つの方法である。

Ｑ54

今、部活動から社会体育や地域のクラブチームに徐々に移行していくような流れがあり、そうしたクラ
ブの指導者たちが、学校施設を利用して練習を行ったりしているケースが少なくない。そうした中で、本
日伺ったような事故防止の話がクラブチームの指導者などに浸透していくのは、現状難しいように思わ
れるが、そのあたりはどのように考えるか。

本セミナーについては、募集を限定してはいないので地域のスポーツ少年団やクラブチームの指導者も参加していただけ
る。積極的に参加するのは難しさもあるとは思うが、過去には参加していただいたこともあった。その他、安全という意味で
は、事故防止は様 な々活動の大前提になるので、日本スポーツ協会であるとか、全国的に様 な々団体等で、定期的に研修
を行っており、その他にスポーツドクターやスポーツデンティストなど専門家が支援できるような形がとられているので、それ
らを基にしながら、連携して周知・浸透を図っていければと考えている。

Ｑ55

渡邉正樹先生の発表の中で、保護者への対応についてお話しいただいたことについて。学校現
場において発生した事故については、保護者に説明を行うときに、担当した教員等がすぐに説明
に入るが、その説明が後になって問題となるようなことがある。そこで、事故の基本調査をする前
に迅速に説明をした方がいいのか、又は調査後に説明を行ったほうがいいのか、教えてほしい。
また、保護者は実際に何が起こったのかを知りたい心境があると思うが、どこまで事実を話したらいいの
か、そのあたりも教えてほしい。

•すぐに連絡するという点については、先ほど発表した資料の作成時に行った調査において、大体9割ぐらいの学校は
直後に連絡をしていたというのがあった。また、事故後すぐに分かることは、起きた事故の事実だけで、何が原因かとい
うのはその時点では分からない。詳細については、これから基本調査に入りますとか、それくらいに留めておかなければ
ならない。まずは事故の事実そのものを知らせるべきであって、基本調査の後に、原因や経緯等を伝えるように分けた
ほうがよい。
•私は那須雪崩事故の検証委員を務めたが、この事故は通常の学校では起こらないような、しかも学校の誰も見ていな
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いところの事故であったが、事実がようやく分かったのが3か月後くらいだった。一方で、遺族や負傷したこどもの保護者
はすぐに全ての事実を聞かせてほしいと要求してくる状況があった。実際には、全ての事実をすぐに教えることはできな
いため、その時点で分かっていることは速やかに伝えるようにし、ここまでは分かっている、ここが分からないためこれか
ら調べます、という対応をすべき。やってはならないのは、分からないことを勝手に伝えたり、先生方に責任はないとか自
己弁護をすること。保護者等の感情がこじれ、訴訟が起きたり、学校の対応を信じてもらえなくなってしまう。なお、事実
が全て解明されるまで待つのではなく、翌日分かったことをまた話すなど、その時点で分かっていることを伝えるべき。分
かっていること、これから行うことは、明確に伝えるとともに、分からないことは分からないと伝えることが重要。

Ｑ56

群馬県の場合、土のグラウンドが多いため、鉄の杭でゴールを固定することが多く、本校でもサッカーゴ
ールを鉄の杭で固定している。先ほど、山中先生から、100キロ程度の重さで固定するとよいとお話が
あったが、杭で固定する場合は、どのくらいのサイズで、何箇所固定するとよいとか、ポイントがあったら
教えてほしい。

•基準はないと思われる。ただ、鉄の杭といっても、らせん状になっていてはめ込むタイプは、一つのゴールに対し2箇所（2
本）あれば固定できる。発表時も申し上げたが、上から重しを置く場合には、一つのゴールに対し、20キロくらいの重りが
5つは最低あれば固定できると我々の実験結果から得られている。今販売されているものは、フックだけを抜くだけでは
め込めばいいタイプが販売されているので、そちらを利用すればよい。
•一般的には、杭を打っても動くようではだめである。数か所打った上で動かしてみるというのを大人の責任でやってみる
のと、併せて、子どもにゴールにぶら下がるなという指導を行うことが必要。

Ｑ57

少子化で、学校の予算が減らされている現状があり、その中でできる範囲で、教員は、現場で安全対策
のために時間や場所に工夫を凝らしてはいる。しかし、やはり減らされている予算の中で、安全対策にか
けられる余裕がないのはどの学校も抱えている問題である。予算をとってもらえるように、先生方に様
々なところで、お願いしていただけるとありがたい。

•公立学校は予算面で難しいところはやはりある。事務に要望しても、例えばベンチを増やす、照明を増やすといったこと
も簡単に通らないので、自校においては、現状で最大限何ができるのか工夫を凝らすことと、事務に継続的にお願いし
ている状況である。
•管理職のご理解をいただきながら、学校に必要なものという認識の下、予算を充てられるようにしていくとか、予算が足り
なければ設置者にお願いをする等の対応が考えられる。また、お金がかかる管理だけではないので、指導も含めて、本
セミナーで説明があったような対策をできることからやっていくべきである。お金がかかる対策は、時間がかかるかもしれ
ないが、継続的にお願いしていくという対応が必要である。




