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パネルディスカッション

山口会場
令和元年 10 月 11 日（金）13 時 ~16 時 30 分

１. 事業概要説明

 戸田　芳雄氏

２. パネリスト発表要旨

 A 金岡　恒治氏
  『飛び込み事故をなくす』〈大分会場共通〉

 B 川原　貴氏
  『体育活動における熱中症の予防』〈佐賀会場共通〉

 C 中山　修身氏
  『学校での事故を防ぐために ～代理人として活動した訴訟事例から～』

 D 渡邉　彰氏
  『学校管理下（体育活動中）における水泳事故（溺水）を防ぐために』

３. 参加者との意見交換
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パネルディスカッションA　山口会場

『飛び込み事故をなくす』

　金岡　恒治
・早稲田大学スポーツ科学学術院　教授
・日本水泳連盟理事・医事委員長
・整形外科医師・脊椎脊髄病学会認定指導医

（略歴）
1988 年に筑波大学医学専門学群を卒業した整形外科医師。脊椎外科・スポーツ医学を専門とし、頚
椎損傷に関する研究で博士号を取得。日本水泳連盟の理事・医事委員長として水泳競技のメディカル
サポートに関わり、多くの国際大会に帯同し選手のサポート活動を行う。 

Ⅰ．脊髄損傷とは？
（１） 　手足を動かし、排尿したりするための神経は、脳から出てきて首の骨の中を通っていく。首の

骨（頚椎）の中には手足に行く神経の全てが通っていて、もしここで神経（脊髄）が傷んでしま
うと神経が通らなくなり、手足が動かせない、手足の感覚がない、排泄ができない、という麻痺
が起きてしまう。脊髄は一旦傷んでしまうと回復することは難しく、多くの人は一生不自由な生
活を余儀なくされる。

（２） 　学校でのスポーツ活動でも頚髄損傷は発生していて、その多くはプールへの飛び込み事故（22
％）、器械体操（21％）、柔道（18％）、ラグビー（17％）の４種目で、いずれも頭に大きな力が加
わることによって発生する。

Ⅱ．飛び込みの入水角度と到達深度
（１） 　プールへの飛び込み事故で発生する頚髄損傷をなくすためには、まずどのようなメカニズムで損

傷が発生しているのかを明らかにすることが必要である。私たちの研究室は、プールに飛び込む時
の水面への入水角度が変化すると、飛び込んだ人の頭がどのくらいの深さまで到達するのかを、４
ｍの深いプールで実験した。被験者はプールサイドから、様々な入水角度で何回も飛び込みを繰り
返し、そのときの水中での動きを水中高速度カメラを使って撮影し、頭部最大到達深度を計測した
ところ、入水角度が大きくなるほど頭は深い位置まで達し、頭が水深１ｍに達するときの入水角度
は 30度だった。つまり水深１ｍのプールに、プールサイドから 30度以上の角度で入水すると、頭
が１ｍに達するため、推定で頭を打ち、頚椎が損傷し、脊髄損傷になる危険性がある。

（２） 　また、この実験では、大きい入水角度で飛び込むと頭は３ｍ以上の深さまで達してしまっていた。
つまりたとえ深さが３ｍ以上あったとしても、飛び込みの方法によっては頭を水底にぶつけて頚
椎損傷を受傷する危険性はなくならないということになる。この実験はプールサイドから飛び込
んでいるので、もしもスタート台からの飛び込みならもっと簡単に水底まで達してしまう。これ
らから言えることは、“プールに飛び込むことは、常に危険と隣り合わせである ”ということだ。

Ⅲ．正しい飛び込みの方法は？
（１） 　ではどのようにすればプールに安全に飛び込めるのだろうか？先ほどの実験の続きとして、プ

ールに飛び込んですぐに手首を反らした時と、反らさないようにさせた時とで頭部最大到達深度
を比較してみた。その結果、手首を返すことによって、どのような大きな入水角度で飛び込んで
も頭の達する深さは 1.5 ｍ以上にはならなかった。つまり正しい方法で飛び込みをすればたとえ
1.5 ｍの浅いプールでも安全に飛び込むことができるのだ。

（２） 　しかし、このような飛び込みの技術を安全に指導することは難しいと思う。学校の浅いプール
で一人の体育の先生が多くの生徒に対して実際に飛び込みをさせながら指導していると、誰か一
人くらいは失敗して事故を起こしてしまうかもしれない。その事故の代償はあまりにも大きい。

発表要旨
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学校体育の授業でラグビーのタックルや、器械体操の宙返りからの着地を指導しないし、できな
いのと同じように、プールで飛び込みを教えるのも難しいと思う。競泳競技選手はスタートで飛
び込み技術が求められるが、そのような選手への指導は、水泳指導の資格を持ったコーチが、段
階的・専門的に教えていく必要があると思う。

Ⅳ．自然環境での飛び込み事故
（１） 　諸外国の報告では、飛び込み事故による頚髄損傷はプールよりも海、川、湖などの自然環境へ

の飛び込みで発生している。また、事故に遭いやすいのは若い男性で、夏の時期にお酒を飲んで、
ふざけて飛び込んで受傷している。このような事故は “ おふざけ事故 ” とも呼ばれている。ほん
の一瞬のたわむれで一生を棒に振ってしまうのは悲しいことである。

（２） 　このような事故をなくすためには、広く多くの若者に、水に頭から飛び込むことの危険性を知
らしめることが必要だ。そのため、“ 初めてのところには足から飛び込みましょう！ ”“ 身長の２
倍以下の深さには飛び込まない！ ”“ 酔ったら飛び込むな！ ” といった言葉で人々に注意喚起が行
われている。飛び込むことができる環境の近くに、このような標語を目立つように掲げることも
事故防止効果があると思われる。

飛び込み事故による頚椎骨折
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パネルディスカッションB　山口会場

『体育活動における熱中症の予防』

　川原　貴 ・日本臨床スポーツ医学会理事長
・日本スポーツ協会スポーツ医・科学委員会委員長

（略歴）
1976 年　東京大学医学部卒業
1994 年　東京大学大学院総合文化研究科助教授
2001 年　国立スポーツ科学センター・スポーツ医学研究部長
2014 年　国立スポーツ科学センター・センター長
2017 年　　　同　　退職 

　災害共済給付の統計によると平成 25 年度に学校の管理下において 5,283 件の熱中症が発生し、そのう
ちの約 80％に当たる 4,099 件が体育の授業や運動部活動などの体育活動の中で発生している。また、昭
和 50 年度から平成 29 年度の 43 年間に 170 件の熱中症死亡事故が発生しているが、その 86％は運動部
活動によるものである。学校における熱中症を防ぐためには体育活動に参加する生徒や指導者が熱中症
を理解し、適切に対処することが重要である。
　熱中症とは熱に中（あた）るという意味で、暑熱環境によって生じる障害の総称である。熱中症には
熱失神、熱けいれん、熱疲労（熱ひはい）、熱射病などの病型がある。重症な病型である熱射病では処
置が遅れると、高体温から多臓器障害を併発し、死亡率が高い。暑い中ではトレーニングの質が低下す
るため、トレーニング効果もあがらない。しかも消耗が激しい。したがって、熱中症予防のために運動
のやり方や水分補給などを工夫することは、事故予防という観点だけでなく、効果的トレーニングとい
う点からも重要なことである。
　熱中症は日常生活、労働、スポーツなどいろいろな状況で起こるが、スポーツによる熱中症は、それ
ほど気温が高くなくても（24 ～ 30℃）、湿度が高い（60％以上）と発生すること、競技種目にかかわら
ず持久走やダッシュの繰り返しなどの走り込みで多く発生していること、激しい運動では短時間（30 分）
でも発生すること、男性、肥満者に多く発生しているなどの特徴がある。特に肥満者では 30 分のラン
ニングで死亡した例もあり、注意が必要である。
Ⅰ．熱中症の病態と処置
（１） 熱    失    神 ： 　血管拡張、脳血流低下によるもので、めまい、失神の症状が起こる。涼しい場

所に運び、座らせる、寝かせる、脚を上げ水分を補給すれば通常は回復する。
（２） 熱けいれん ： 　大量の発汗があって水のみ補給した場合に塩分が不足して起こるもので、筋の

興奮性が亢進して四肢の筋や腹筋がつり、筋肉痛が起こる。濃い目の食塩水（0.9
％の生理食塩水など）を補給すれば回復する。

（３） 熱 疲 労 ： 　主に脱水によるもので、全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛な
どの症状が起こる。体温の上昇は著明ではない。涼しい場所に運び、衣服をゆる
めて寝かせ、経口補水液などで水分と塩分を補給すれば通常は回復する。

（４） 熱射病（重症） ： 　体温調節が破綻して起こり、高体温（40℃以上）と種々の程度の意識障害（見
当識障害から昏睡まで）が特徴である。脱水が背景にあることが多く、血液凝固
障害（DIC）、脳、肝、腎、心、肺などの全身の多臓器障害を合併し、死亡率も高い。
熱射病は死の危険が迫った緊急疾患であり、冷却の処置をしながら集中治療ので
きる病院へ運ぶ必要がある。熱射病の予後は高体温の持続時間に左右されるため、
現場での冷却処置が重要である。

Ⅱ．救急処置
　熱中症を４つの病型に分けて、病態と対処法を説明したが、実際の例ではこれらの病型に明確に分かれ
ているわけではなく、脱水、塩分の不足、循環不全、体温上昇などがさまざまな程度に組み合わさってい
ると考えられる。したがって、救急処置は病型によって判断するより重症度に応じて対処するのがよい。
　暑い時期の運動中に熱中症が疑われるような症状が見られた場合、まず、重症な病型である熱射病か
どうかを判断する必要がある。熱射病の特徴は高体温（直腸温 40℃以上）と意識障害である。意識障
害は初期には軽いこともあり、応答が鈍い、言動がおかしいなど、少しでも意識障害がある場合には熱
射病を疑って処置をしたほうがよい。熱射病が疑われれば、救急車を要請し、涼しいところに運び、速
やかに身体冷却を行う。30 分以内に深部体温を 40℃以下に下げることができれば、救命できるといわ

発表要旨
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れている。現場での冷却処置としては、冷水に浸けるのが最も効率的とされている。水道水をかけ続け
る、冷たい濡れタオルを全身に当てて頻繁に取り換えながら、扇風機などで扇ぐのもよい。これまで推
奨されてきた、首、腋下、鼠径部などの太い血管のある部分に氷やアイスパックを当てる方法は単独で
は効果が低い。
　意識が正常で自力で水分摂取できる場合には涼しい場所に移し、衣服をゆるめて座らせるか、寝かせ、
経口補水液などで水分と塩分の補給を行う。また、濡れタオルで体を拭いて扇風機などで扇ぐのもよい。
熱けいれんが疑われる場合には、生理食塩水（0.9％食塩水）など濃い目の食塩水で水分と塩分を補給
する。このような処置をして症状が改善すれば、結果的に軽症だったということになる。現場での処置
によって症状が改善した場合でも、当日のスポーツ参加は中止し、少なくとも翌日までは経過観察が必
要である。
　このような処置をしても症状が改善しない場合、最初から症状が強い場合、嘔気、嘔吐などで水分が
補給できない場合には、医療機関へ搬送し、点滴などの治療が必要となる。
Ⅲ．熱中症の発生しやすい条件
　熱中症の発生には、環境の条件、個人の条件、運動の条件が関係している。
（1） 環境の条件：　気温、湿度が高いほど、直射日光など輻射熱が大きいほど熱中症が起きやすい。また、

風が無い時も起きやすい。体育活動では気温が 30℃以下でも、湿度が高い（60％以上）
と死亡事故が起きている点に注意が必要である。特に前日と比較して気温や湿度が
大幅に上がった日は要注意である。

（2） 個人の条件：　肥満の人、体力が低い人、暑さに慣れていない人、体調の悪い人は熱中症になりや
すい。特に学校管理下の熱中症死亡事故の７割は肥満であり、注意が必要である。

（3） 運動の条件：　激しい運動ほど熱中症を起こしやすい。屋外では野球、ラグビー、サッカー、屋内
では剣道、柔道で多く発生している。種目にかかわらず半分以上が持久走やダッシ
ュの繰り返しで発症しており、暑い時期のランニングは注意が必要である。

Ⅳ．熱中症の予防
（1） 環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行うこと
　暑い時期の運動は日中を避け、なるべく暑くない時間帯にし、休憩を頻繁に入れ、こまめに水分を補
給する。熱中症の発生は気温、湿度、輻射熱が関係している。これらを総合的に評価する WBGT（湿球
黒球温度）を指標とした熱中症予防運動指針が日本スポーツ協会から示されている。
WBGT21℃（おおよそ気温 24℃）以上では、熱中症の兆候に注意し、積極的に水分補給をする
WBGT25℃ （おおよそ気温 28℃）以上では、少なくとも 30 分に１回は休憩をとり、こまめに水分を

補給する
WBGT28℃ （おおよそ気温 31℃）以上では、10～ 20分おきに休憩をとり、無理なランニングはしない。

体力のない人、暑さに慣れていない人は運動中止
WBGT31℃（おおよそ気温 35℃）以上では、原則運動は中止する
　汗には塩分も含まれている。大量に汗をかくときには水だけでなく、スポーツドリンクや 0.1 ～ 0.2
％程度の食塩水などで塩分も補給する。運動前後の体重を測定すると水分補給が適切であるかがわか
る。体重の３％以上の水分が失われると運動能力や体温調節に影響するといわれており、運動前後の
体重減少が２％ 以内におさまるように水分補給を行うのがよい。
　休憩時には日陰に入り、風にあたったり、氷をあてたり、氷を食べたりして体を冷やす工夫をする
とよい。
（2） 暑さに徐々に慣らしていくこと
　熱中症は梅雨明けなど急に暑くなった時に多く発生する傾向がある。また、夏以外でも急に暑くな
ると熱中症が発生する。これは体が暑さに慣れていないためで、急に暑くなった時は短時間の軽い運
動にして、１週間程度で徐々に慣らしていく必要がある。週間予報等の気象情報を活用して気温の変
化を考慮した活動計画等を作成することも大事である。
（3） 個人の条件を考慮すること
　肥満傾向の人、体力の低い人、暑さに慣れていない人、体調の悪い人は熱中症になりやすいので無
理をさせない。特に肥満傾向の者は熱中症になりやすいので、運動の軽減、水分補給、休憩など十分
な予防措置をとる必要がある。また、運動前の体調のチェックや運動中の健康観察を行い、下痢、発熱、
疲労など体調の悪い者は暑い中で無理に運動をしない、させない。
（4） 服装に気をつけること
　服装は軽装とし、吸湿性や通気性のよい素材にする。直射日光は帽子で防ぐようにする。剣道やア
メリカンフットボールなど防具をつける競技では、休憩中に防具をはずして熱を逃がすようにする。
（5） 具合が悪くなった場合には早めに運動を中止、必要な処置をすること
　指導者は児童・生徒の様子を観察し、具合が悪そうな場合には早めに運動を中止させ、必要な処置
をする。また、児童・生徒には体調が悪いときには申し出るように教育しておくことが重要である。
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パネルディスカッションC　山口会場

『学校での事故を防ぐために』
～代理人として活動した訴訟事例から～

　中山　修身 山口県弁護士会所属・弁護士

（略歴）
昭和 48 年３月　防府高校卒
昭和 53 年３月　東京大学法学部卒
昭和 61 年４月　弁護士登録
平成 22 年１月　弁護士法人中山修身事務所設立（代表者社員）
学士ホッケークラブ（東大陸上ホッケー部 OB 会）理事
山口県公益認定等審議会委員
山口県私立学校審議会委員　
社会福祉法人山口県社会福祉協議会理事

Ⅰ．学校事故と責任（計画・予防責任への拡がり）
　学校事故には様々な類型があり、極めて広範囲である。
　ところで、責任はある行為（不作為含む）に対する、どちらかというと、事後的な観念であるところ、
事故を防ぐための学校安全計画（学校保健安全法 27､ 28 条）、発生時の対処方法同法 29 条）、更には、
情報管理（公開条例や個人情報保護条例等）というように、一つの事故の発生（ないし、その不発生）
前後において、学校関係者には、制度による一連の安全管理が求められている。

Ⅱ．学校事故の調査・事実認定と解決のための手続
　近時、責任追及とは異なる次元の調査・対応が求められている。
　つまり、「事故調査」というカテゴリーが成立している。
　責任追及的な調査では、真の原因、特に制度的な欠陥の発見等に役に立たないので、「再発防止」を
目指す調査が必要になり、それに相応しい手法が構築されつつある。
　（例）
　①　医療法６条の 10 に基づく、医療事故調査
　②　国交省の航空・鉄道事故調査委員会の手続
　③　いじめの防止対策推進法 28 条による「重大事態」に係る調査

Ⅲ .　学校事故における設置者・教員の責任
（１）　公務員である教員は私立学校と異なり、個人としての賠償責任は否定される。これは、確立し
た判例（最判昭和 30 年４月 19 日等）である。

（２）　国賠法１条２項の求償
　公務員に故意又は重過失があるときは、公共団体はその公務員に対して求償権を有する。

（３）　地方自治法による監査請求による求償権行使の要求
　被害者としては、個人責任が追及できない仕組みなので、処罰（報復）感情が満足できないこと
になる。その場合は、刑事処罰を求めることのほか、監査請求・同訴え（地方自治法 242 条等）ま
で進んだケースが見受けられる。
〔大分地判平成 28 年 12 月 22 日判例自治 434 号 66 頁〕
　大分県立高校の剣道部練習中に熱射病を発症して死亡した高校生の両親が部長の責任を追及し
た。裁判所は、熱中症についての様々な通達等を基準とし、県は部長へ 100 万円の請求をすべきと
した。

Ⅳ .　中山の担当した事件と判例から
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（１）　山口地裁平成８年（ワ）第○号・判決（ホッケー／大会中／高校／頭／硬膜外血腫）
①頭部打撲において生じる脳内の出血症状について、様々な通達等で説明されている症状（吐き気等）
を知っている筈とした。

②大会から１時間かけて自宅に連れて行った時も、事故状況や途中車内で吐いたことを保護者に説明
すべきとされた。
〔最判昭和 62 年２月 13 日〕
　学校内でのアクシデントがあった場合、保護者にどのような場合、どこまで伝えて事後の対処を
引き継ぐかという論点の判例である。小学６年生が体育のサッカー中、ボールが目に当たり、学校
は親に伝えず、児童も親に言わなかったら、後日、失明したという事案である。最高裁は、小学６
年生なら、親に伝える能力がありとして、請求を認めなかった。しかし、これも一律に小学６年生
なら良いということを裁判所が認めた訳ではない。

（２）　山口地方裁判所平成 15 年（ワ）第○号・和解（授業中／高校／頚椎損傷）
　争点は、飛び込み時に教諭が見ていたか等の国家賠償法１条を中心に審理は進み、高校生が勝手
に高く見せびらかして飛び込んだことが、どのくらいの過失相殺かという争点になった。しかし、
当職が注意していたのは、プールの水深であった（国家賠償法２条の問題）。
 〔奈良地判平成 28 年４月 28 日判例自治 423 号 72 頁〕
　Xは、本件プールは、プール公認規則やプール水深とスタート台の高さに関するガイドラインの
基準に適合しないと主張した。
　公益財団法人日本水泳連盟は、水泳競技に使用されるプール等の公認の基準とその手続を定める
ことを目的として、プール公認規則（平成 22 年４月１日施行の最新のもの）を定めているところ、
プール水深とスタート台の高さに関するガイドラインは、平成 17 年７月６日付けでガイドライン
を策定するに至った。
　裁判所は、ガイドラインが示す基準は、スタート台の高さに関するものではあるが、飛び込みの
際の事故発生の危険性を考察する観点からは、飛び込み地点の水面上の高さが問題となるのであっ
て、それがスタート台の高さであるか端壁上部の立ち上がりの高さであるかを区別する意味はない
として、ガイドラインは、飛び込み事故の発生を防止するための最低限度の基準として、水深 1.
00 ｍ～ 1.10 ｍ未満のプールにおいては、水面上の高さが 0.30 ｍを超える地点からの飛び込みを
行わせるべきではない旨を定めたものと解され、これに適合しないプールは、飛び込みを行って使
用するプールとしては、通常有すべき安全性を欠くものと推認するのが相当であるとして、奈良県
の責任を認めた。

①プールの形状等は、奈良地裁の事案と比べると、25 ｍプールであり、「110㎝ぎりぎりの水深であ
ったところ、水表面から（40 ＋ 25）＝ 65㎝もの高さから飛び込んだ」というものである。ぎりぎ
りの水深に向け、65㎝から飛び込んだので、奈良地裁の判断からすれば、施設そのものの欠陥とい
うことになる。
　なお、110㎝というのは、事後の警察の測定だったが、どの位置のものかは不明である。そして、
日常的に学校は、計測していなかったのである。

②ところで、文科省の平成 26 年３月「水泳指導の手引」（三訂版）140 頁の「プール安全管理点検」
の表様式には、水深の記述欄がない。又、「プールの安全標準指針」（平成 19 年３月、文科・国交両省）
23 頁の「プール管理日誌」にも水深のチェック項目はない。つまるところ、排水口問題を受けて、
看板等への留意事項が中心となっている。しかし、学校は、これらに従っているだけでは、責任を
免れないのである。

③和解の前のご両親のお話を思い出すと、15 年経った今、どうしておられるのだろうと、和解はし
たものの心苦しい限りである。

（３）　山口地方裁判所○○支部平成 15 年（ワ）第○号・判決（いじめと自殺）
　クラブ活動でいじめられ、卒業後１年して自殺した。
　実は、保健室情報が極めて重要であったが、原告側は全く気付いていなかった。しかし、近時の
いじめ関係のケースでは、予め、個人情報の開示請求から始まるので、１項で述べたような情報の
管理が大切である。なお、このようなケースでは、死者の情報ではなく遺族である保護者の個人情
報である。
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パネルディスカッションD　山口会場

『学校管理下（体育活動中）における
水泳事故（溺水）を防ぐために』

　渡邉　彰 ・同志社大学スポーツ健康科学部　教授
・日本体育学会、日本体育科教育学会

（略歴）
筑波大学体育専門学群卒業、静岡県公立学校教員、静岡県教育委員会事務局指導主事、文部省体育局
生涯スポーツ課専門職員、体育局体育課専門職員、体育局競技スポーツ課専門職員（兼）国際交流係長、
体育局競技スポーツ課競技スポーツ専門官（兼）2002 年ワールドカップ専門官、国立教育政策研究所
教育課程研究センター教育課程調査官（兼）文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課教科調査官
同志社大学スポーツ健康科学部教授（体育科教育学）

Ⅰ．スポーツ事故の現状
　（独）日本スポーツ振興センターの「学校の管理下の災害　平成 30 年版」によると、保健体育の授業・
特別活動における体育的行事・運動部活動等の体育活動中における死亡事故は 20 件、障害事故は 241
件（保健体育の授業 75 件、学校行事 13 件、運動部活動 153 件）となっている。
　保健体育科・運動部活動の担当者であれば、大なり小なりの体育活動中の事故を経験しており、事故
が大きければ大きいほど「座学の教科担当であったなら……」「文化部の顧問であったなら……」と考
えた者も少なくないと思う。
　この度は、学校管理下の体育活動中における溺水事故に焦点をあて、その防止について考えていきた
い。水泳事故は他競技と比べ事故の件数そのものは多くはないものの、一度事故が発生すると死亡事故
や重度の障害事故になるケースが多い。平成 10 年度から平成 28 年度までの 19 年間に、このような溺
水の「死亡・重障害（１級～３級）」は 45 件起きている。

Ⅱ．スポーツ庁通知を踏まえての事故防止
　「水泳指導の事故防止について」については、毎年スポーツ庁（それ以前の文部省や文科省を含め）
より各都道府県教育委員会教育長はじめ関係機関に通知が出されている。その主な内容は、（１）排（環）
水口に係る事故、（２）スタート（飛び込み）事故、（３）無理な息こらえ等による事故などである。

（１）排（環）水口に係る事故
　学校管理下における排（環）水口に係る事故は、毎年のように起きていたが、平成 11 年の体育局長
通知・体育課長通知を機に教育委員会・学校現場等の意識改革や協力が諮られ、平成 19 年度以降、死
亡事故は１件も起きていない。①排（環）水口の蓋等をネジ・ボルト等で固定すること、②配管の取
り付け口に吸い込み防止金具等を設置することなど、二重構造の安全対策を施すことが求められてい
る。

（２）スタート（飛び込み）事故
　（独）日本スポーツ振興センターによると、平成 17 年度～ 27 年度に、授業や部活動などの飛び込み
で障害が残った事故は、少なくとも 32 件（年当たり３件）起きており、そのほとんどがスタート時に
逆さまに深く入水し、水底に頭部を打ち付けて起こっている。
　このスタート（飛び込み）事故を防ぐためにスポーツ庁通知は、スタート時に逆さまに深く入水し、
水底に頭部を打ちつけて起こるものが少なくないので、スタートの指導については、個人の能力に応
じた段階的な取扱いを重視し、教師等の指示に従い、水深や水底の安全を確かめ、入水角度に注意す
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るなど安全に配慮した慎重な指導を行うことを求めている。
　また、先般改訂された新学習指導要領において飛び込みについては、小学校・中学校では旧学習指
導要領と変わりはないが、高等学校においては、旧学習指導要領において “スタートの指導については、
段階的な指導を行うとともに、安全を十分確保すること。”と記されていたものが、新学習指導要領で
は “ 泳法との関連において水中からのスタート及びターンを取り上げること。なお、入学年次の次の
年次以降は、安全を十分確保した上で、学校や生徒の実態に応じて段階的な指導を行うことができる
こと。”と改訂している。

（３）無理な息こらえ等による事故
　無理な息こらえや過換気を伴いがちな潜水にあっては、血液中の酸素濃度が低下することによって
意識が喪失し、意識喪失において生じる呼吸の反射によって自ずと気管内に水を吸引し溺水に至る危
険性がある。
　特に、潜水の息こらえの前に過換気（深い呼吸を繰り返すこと）によって血液中の二酸化炭素濃度
が低下し、呼吸飢餓感のないまま血液中の酸素濃度が低下して意識が喪失し、苦しみもがくことのな
いまま溺水に至る危険性（ノーパニック症候群）も報告されている。

＜ノーパニック症候群の危険性防止に向けて＞
　ノーパニック症候群の危険性を防止するため、学校体育実技指導資料第４集「水泳指導の手引（二
訂版）」には、以下のようなことが記されている。
　　①潜水が教材として必要であるかを検討する。･･････ 潜水は学習指導要領の内容にはない
　　②潜水を行う場合には、潜水の危険性を生徒に周知する。
　　③潜水の前に必要以上に深い呼吸を繰り返すことはしない。
　　④無理な息こらえをせず、少しでもおかしいと思ったら潜水を中止する。
　　⑤潜水する者と監視する者とのマンツーマン体制を確保する。

Ⅲ．平成 30 年における水難（事故）の概況
　警察庁の調査によると、平成 30 年における水難（事故）の発生件数は 1,356 件あり、水難者は 1,529 人、
うち死亡・行方不明者は692人となっている。中学生以下の子供について見てみると発生件数は133件（9.
8％）であり、水難者は 193 人（12.6％）、うち死亡・行方不明者は 22 人となっている。この 22 人を発
生場所別に見ると「河川」が 46％と圧倒的に多く、「用水路」（18％）、「海」（14％）・「湖沼地」（14％）
の順になっている。また、行為別では「水遊び」が半数（50％）を占め、次に「水泳」（27％）となっ
ている。
　水難（事故）を防ぐ方策も挙げられており、特に遊泳時の安全確保の視点からは、「危険区域には入
らない」「遊泳区域以外で泳がない」「他人に抱きつくなど危険な行為をしない」「水深・水流を考慮し、
安全に遊泳する」などが挙げられている。

【参考】
　『学校における水泳事故防止必携』は、（独）日本スポーツ振興センターが、学校管理下の水泳活動中
に、死亡や障害を負う事故が発生しているため 1974 年度に作成し、以後、幾度かの改訂を行い、学校
関係者に広く活用されている。2018 年３月には、統計や事例を刷新するとともに、新たな知見を盛り
込んだ『2018 年改訂版』が出された。
　本『改訂版』の内容は、Ⅰ．学校の管理下における水泳事故の現状、Ⅱ．安全のための管理・指導の
組織、Ⅲ．水泳の安全管理、Ⅳ．水辺活動における事故防止、Ⅴ．救助方法と応急手当、Ⅵ．水死・溺
死の原因、Ⅶ．飛び込み（スタート）の危険性とその防止、Ⅷ．水泳事故と損害賠償などからなってお
り、学校現場における水泳指導等の参考に資するものである。




