パネルディスカッション

福島会場
令和元年 10 月 16 日（水）13 時 30 分 ~17 時

１. 事業概要説明
戸田

芳雄氏

２. パネリスト発表要旨
A 北村

憲彦氏

『安全で楽しい登山行事や山岳部活動のために』

B 武者

春樹氏

『学校スポーツでの突然死防止のために』
〈松山会場共通〉

C 軽部

英敏氏

『福島県で起きている学校体育等（部活動含）の事故防止について』

D 溝内

健介氏

『スポーツ指導における指導者の責任』
〈大津会場共通〉

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

福島会場

『安全で楽しい登山行事や山岳部活動のために』
・名古屋工業大学

北村

憲彦

工学部

電気・機械工学科

教授

・国立登山研修所専門調査委員長
・愛知県山岳連盟理事長

（略歴）
1983 年

名古屋工業大学卒業

1995 年

愛知県山岳連盟理事、2003 年同理事長

1998 年

文部科学省登山研修所（現在

現在に至る

日本スポーツ振興センター国立登山研修所）専門調査員

発表要旨
Ⅰ．登山の現状と遭難事故
日本には豊かな森林と美しい山が多く、山登りを通じて、多くの人々が魅力的な体験を求めている。
百名山ブーム、交通網の整備、衣類や装備の進歩などを背景に、1990 年以降には中高年の登山者が急増し、
最近では若い登山者も増え始めている。同時に山岳遭難も増え続け、昨年度は 3,000 人を超えた。この
中には、2017 年３月 27 日那須高原の春山講習会中に雪崩で死亡した生徒７人と引率教員１名も含まれ
る。遭難事故の１割が死亡行方不明で、危急な態様は５割となることから、遭難防止が登山の大きな課
題となっている。
これを防ぐために韓国のように山の施設化と登山の管理は日本では現実的には難しい。現状の対策は、
登山道や道標の整備、情報提供、登山届や山岳保険への加入が遭難防止に有効とされている。しかし、
登山の事故は環境要因より人的要因が強いため、単純な施設化は遭難者の増加を助長することが懸念さ
れている。完全に整備された山は本来の登山者の求める体験と完全に一致しない。その上で、これまで
以上に山岳遭難防止に必要なのは、完璧な登山道より以下の３点：① 安全登山教育、② タフな登山パ
ーティ―、③ 機能的な支援チーム と考えている。これらを整えることは、これから学校の行事や部
活動として登山に関わる関係者を支えることにもなる。
Ⅱ．安全登山教育による登山する一人ひとりの安全能力向上
（１）登山における運動と環境の特異性を知る
長時間の継続的な運動・重い荷物を背負う負荷・不整地の登り下りは、他の運動にはない、登山独
特な要素である。ここで長時間の途中には自炊や野営しながらの数日間が含まれる。野外でのハード
な活動中には、リスクを避けるために仲間と学ぶべき多くの知識と技術、そして知恵が必要である。
環境面の特異性は、高度と気象の変化、地域差や季節差が大きい点にある。高い標高では低酸素・
低温になる。峠や高い場所では風は強く、雨や雪を
遮る人工物は乏しい。夜昼や季節の気温差、その地
域差も大きい。不慣れな山に行くときほど、環境や
気象に関する正しい情報の収集と正しい解釈が必要
となる。
（２）Plan‑Do‑Check‑Act サイクルの導入
登山では PDCA サイクルに従って順番に（P）企画・
計画・準備、（D）実行、（C）計画との確認、
（A）
状況まとめと修正を常に注意深く繰り返す。
特に目的は重要である。参加者が登山に求める体
験の質と量を考慮し、具体的な行動内容を共通理解
することが安全管理にとっても不可欠である。最も
体力と技術のないメンバーに合わせた計画立案は言
図１ 登山における運動と環境の特異性

27

うまでもない。恒例の行事や活動ほど目的は形骸化し、評価（C）と修正（A）が加えられにくい。管
理者の仕事はこれの見直し（C、A）から始まる。
「何が起こりそうか」を十分に討議し、メンバーで共有する。準備と予想なく、リスクの高いところ
に無為に侵入してはならない。綿密な計画に沿って行動するのが原則である。たとえば、これまでの
自分たちの記録（報告書）を元に自分たちの移動速度を推量する。天気の急変やメンバーの体調不良、
重大な忘れ物はあるものとして、その時の対応も含めて、計画を徹底的に練る。行動を評価（C）す
るための場所や時間も前もって決めておく。引き返す時間や場所、エスケープルートなども計画する。
登山の紋切型「引き返す勇気」よりも「引き返す計画」が必要である。
体験の内容も、事前に可能性のある幾通りかを検討しておく。特に異なる学校が合同で講習する時
には、参加者のレベル、目的に配慮する。集団登山では正しい伝達が難しい。たとえ伝達が始まって
も行き渡るには相当に時間を要す。加えて多発的にトラブルも生じやすい。十分に時間的に余裕があ
る計画（P）を物差しにし、現状を正しく評価・解釈（C）することが重要である。
計画書は登山の設計図であり、登山届は社会への責任である。遭難防止のためには十分に練った登
山計画を記述し、一緒に登山するメンバー（Ⅲ参照）や関係機関（Ⅳ参照）と共有する。
（３）装備と体調の準備
山に行くとコンビニも登山ショップもない、電源もない、食料も、冷蔵庫もない。生活を背負って
いく装備は、①命を守るために必要なもの②移動を助けるために必要なものなど、優先順位を付けて
分類し、だからサブ行動にも必要という意識でそろえる。万一日暮れになったら山道には電灯はない
ので、真っ暗で歩けない。だから日帰りでもヘッドランプや予備電池が必要である。防寒は命を守る
必須項目である。セパレートの雨具を行動中は常に携帯すること。山で濡れと風を防げるのは、フリ
ースではなく、雨がっぱである。このように何故その装備が必要なのかを、参加者と考え、理解して
いないと意味がない。重量バランスの良いパッキングは、歩行技術を助け、疲労を軽減し転倒を防止
する。地形図とコンパスを活用し、現在地を把握しながらの移動は、宝探し的で登山の楽しみでもある。
お互いの体調を整え、山で生活できるように水が十分に飲めるように日常から訓練しておく。熱中
症の予防には、行動中の電解質と水分補給だけでなく、朝食で摂取する水分も不可欠である。荷物を
担いで不整地を上り下りするバランスと体幹の強靭さ、全身持久力と大腿四頭筋を特に鍛える。
Ⅲ．気づき合い助け合えるタフなパーティー
仲良しグループから、意志決定するリーダーを中心に、お互いに気づき合う・助け合うフォロワーに
よって、タフな登山パーティーを作る。そのために普段のミーティングでお互いの考え方や判断や価値
観を知っておくことは大切である。ネットで集まって、登山に行くなどすでに大きなリスクがある。登
山中のリスクマネージメントは、リスク項目が一定数以下であるかを常に数えることに始まる。
登山行動で、最も困難なことは、パーティーや集団を止めることである。登山計画で事前に決めた打
合せポイントで、一旦集まって、状況を知るための情報収集と総合的に判断する。ここでは意気地なし
と言われても良いからリスクに賭けない。メンバーの安全を優先する。
Ⅳ．支援システムとの連携
登山パーティーでリーダーの資質は安全にも
大きな役割を果たす。そのリーダーやメンバー
を外側から支援するチームを置いて、事前の登
山計画や行動中の相談、万一の遭難ではダメー
ジコントロールを助ける。
登山客から自立した登山者に、タフな仲間と
パーティーで行動し、困ったら支援チームと一
体になって対処しよう。

図２
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個人+パーティー+支援システムによる安全登山の構成

パネルディスカッションＢ

福島会場

『学校スポーツでの突然死防止のために』
武者

春樹

聖マリアンナ医科大学名誉教授
日本循環器学会専門医、日本スポーツ協会スポーツドクター

（略歴）
2004 年

聖マリアンナ医科大学

循環器内科教授

2012 年

同大学

スポーツ医学教授

2017 年

同大学

名誉教授

発表要旨
Ⅰ．学校生活における突然死の状況
近年の体育活動における突然死の状況は、図１．に示す通り平成 15 年度まで 50 名前後で推移してい
た発生数に減少傾向が認められる。これは、小児人口の減少、学校関係の体育活動の減少が影響してい
ると推察される。これはサッカー、野球などの学外スポーツ活動への参加の増加も影響があると推察さ
れる。しかし、単にスポーツ現場が移ったことだけでなく、小児期、学校での心臓病検診における心電
図の普及および学校生活管理指導表の徹底も大きく寄与している。また、AED の普及も心臓性突然死の
減少に貢献している。これらの基本的要因に他の因子が加わり、長期間に及ぶ突然死数の減少が認めら
れる結果となった。
図１. 体育活動における死亡・重傷事故の傷病別・年度別推移
（日本スポーツ振興センター 災害共済給付データより）

＜学校の管理下で 21 年間（平成 10 年度〜平成 30 年度）に発生した体育活動中（体育の授業、運動部活動、
体育的行事等）における事故で、災害共済給付の死亡見舞金、障害見舞金のうち第１級〜第３級を給付
した事例 849 例（死亡 638 例、障害 211 例）を分析＞
Ⅱ．小児期・学童における突然死の原因
先天性心疾患やリウマチ熱・川崎病などの後天性心疾患に関しては新生児から小児、小学校入学時を
通じて、心臓病検診として管理が行き届いている。突然死の原因として重要な QT 延長症候群に関して
も管理が十分に行われ、突然死のリスクは減少してきている。しかし、他にも多くの突然死の要因が存
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在し、心筋炎後遺症や心筋症などは、定期的な検診後に検査所見や症状が明らかとなる例も少なくない。
中でも心筋症の初期は精密検査により明確になることから、これらの心疾患を医療の管理下に入れるこ
とにより、体育・スポーツでの事故を避けることができると考えられる。よって心臓病検診において要
二次検診以上の者の管理を徹底すること（二次検査および精密検査の結果が出るまでの体育を含む運動
参加の禁止）が必要である。
Ⅲ．心肺停止事例に対する AED
体育・スポーツに限らず、学校生活における身体活動において突然意識を失い倒れる原因の大半は心
臓疾患と考えられ、緊急時の対応が求められる。中でも不整脈による意識消失の多くが心室性頻脈性不
整脈（心室頻拍・心室細動）であり、対処法としては AED が最も有効である。
図 2. 突然死等の原因別・種目別の割合
（日本スポーツ振興センター 災害共済給付データより）
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＜学校の管理下で 21 年間（平成 10 年度〜平成 30 年度）に発生した体育活動中（体育の授業、運動部活動、
体育的行事等）における事故で、災害共済給付の死亡見舞金、障害見舞金のうち突然死等に給付した事
例 481 例を分析＞
突然死の発生要因としては、基本動作である走ることを主とした運動そのものによることが大半であ
る。運動種目としては多種の競技で発生しており、突然死に関して運動の種目、強弱による差はないと
考えるべきである。このことは AED の設置場所を選定する上で十分に考慮すべきことであり、また AED
運用の在り方にも工夫が必要である。体育館にあればいい、グラウンドに近ければいい、だけではなく
校外での運動時にどのように対応するか、教員数が減った時間帯での対応も考慮に入れておく必要があ
る。ボール等との接触による突然死は心臓震盪であり、外的要因で発生する心室細動で AED 無くしては
救命できない事象である。理想的な５分以内での除細動を如何に行うか、阻害要因はないかを常に検証
することが必要である。
Ⅳ．おわりに
教育現場における心臓性突然死の防止には、AED の設置や教員のトレーニングも欠かすことができな
いのは当然のことであるが、事態が生じたときに周りにいる児童・生徒がすぐに行動できることが必要
である。各専門学会や「減らせ突然死プロジェクト」などから提言されている「学校での AED・心肺蘇
生教育の普及」が教育の場だけではなく、社会での救命率向上につながるものであり、教職員は当然の
ことながら将来の社会の安全に結びつく子供達への実習教育を充実させることも必要である。意識を失
った人がいたら「まず AED を装着する！」を基本として事故防止に努めていくべきであろう。
スポーツ事故防止対策推進業において平成 26 年度に作成された DVD「その時あなたは」を参考に、学
校をはじめとして運動する子供を預かる現場での初期対応のあり方を繰り返し習熟する必要がある。
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パネルディスカッション C

福島会場

『福島県で起きている学校体育等
（部活動含）の事故防止について』
軽部

英敏

福島県教育庁健康教育課指導主事

（略歴）
1988 年

日本体育大学卒業

1991 年〜

福島県立高等学校教諭

2016 年〜

福島県立高等学校教頭

2018 年〜

現職

発表要旨
Ⅰ．はじめに
過去３年間に起きている「県内の学校体育（部活動含）事故」を、校種毎の事故内容別にみると、小
学校においては「休憩時間」が多く、中学校及び高等学校においては課外体育的活動（部活動）での事
故が多いという報告が出されている。また、件数で見ると中学生が校種の中では一番多い。重大事故は、
過去３年間で起きてはいないが、毎年多くの事故が起きている。そこで、起きている事故を校種毎に分
析し、今後の研修内容とし、共通理解を深め事故防止の取組の参考とした。
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Ⅱ . 調査及び分析に用いた資料
日本スポーツ振興センターの災害給付状況
Ⅲ . 対象期間
平成 27 年度から平成 29 年度の３年間
Ⅳ . 校種毎の事故内容（平成 27 年度から平成 29 年度に、給付があった事故を対象）
（１）＜小学校＞
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（２）＜中学校＞
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（３）＜高等学校＞
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Ⅴ．考察
小学校においては、休憩時間での事故が多い。事故が起こる場所は体育活動時に利用する場所（体育
館、グラウンド等）であることから、遊具等（鉄棒等）の施設面での安全対策が必要である。また、学
年が進むにつれて事故件数が多くなるのも特徴であり、運動に対する興味関心が旺盛なこの時期、男女
とも発達段階での活動内容が大きな原因といえる。
中学校は、校種の中でも事故の総数が最も多く小学校からの発達状況で１・２年が圧倒的に多い。また、
内容を見てもバスケットボールでのケガ等が圧倒的に多く、種目の特性（重いボール、ジャンプ・着地、
対人等）が事故の原因と考えられ、授業等の組み立ての工夫が必要である。
高校では、中学校と同様な傾向ではあるが、発達時期も後期になることから、事故数も減っていくと
考えられる。重大事故につながる要素のある「武道」の種目についての事故件数は少数で、配当時間と
の関係もあるが、「指導者の資質向上の研修」や「外部指導者の活用」で、安全な指導体制に取り組ん
でいる成果であると考えられる。
Ⅵ．まとめ
今回の調査を総合的にみると、体格の発育や発達及び運動能力の向上に伴い、受傷に関わる外力の大
きさが増加することが大きな要因と考えられる。さらに小学校の高学年から中・高校生での低学年に事
故件数が多くみられる。
このようなことから、
「運動能力」及び「運動経験の差」
「運動経験の有無」を要因として事故が起こ
っている可能性があることから、地域の特性を把握しながら運動能力及び発達段階を考慮した、小学校
（幼児期を含む）から高等学校までの横断的な指導が必要である。
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パネルディスカッションＤ

福島会場

『スポーツ指導における指導者の責任』
溝内
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清水法律事務所

弁護士
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東京大学法学部卒業

2006 年

弁護士登録（東京弁護士会）

主な役職（スポーツ関係） 公益財団法人日本野球連盟

コンプライアンス委員会委員長

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

スポーツ仲裁人候補者
スポーツ調停人候補者

発表要旨
Ⅰ．児童・生徒に対するスポーツ指導において指導者の責任が問われる理由
児童・生徒は、危険を予見し、これを回避する能力が、指導者（大人）と比べて低いと考えられて
いるため、指導者の側に、危険を予見し、これを回避するための配慮（安全配慮）が求められる。
Ⅱ．スポーツ指導者に求められる安全配慮義務の内容
（１）児童・生徒に対するスポーツ指導に際しては、指導者が、
「施設」、
「用具」、スポーツの「実施方法」、
「指導対象者」に関し、安全配慮義務を尽くしていたか否かが問題となる。
① 「施設」に関する安全配慮義務の具体例
狭いグラウンドで野球部の打球が練習中の他のクラブ生徒にあたった事案
→事故以前にも再三あたっていたことを知りつつ対策をたてなかったとして県の責任を肯定
② 「用具」に関する安全配慮義務の具体例
小学校のソフトボール授業でファウルチップのボールが小学４年生の眼にあたり失明してしま
った事案
→小学生であることなどを考慮して指導者の過失を肯定
③ 「実施方法」に関する安全配慮義務の具体例
高校の野球部員が公道をランニング中に通行人に衝突して怪我をさせてしまった事案
→高校生であることなどを考慮して教師の責任を否定
④ 「指導対象者」に関する安全配慮義務の具体例
高校の野球部員が夏合宿先でグラウンドをランニング中に熱射病で死亡してしまった事案
→高校生であることなどを考慮して指導者の責任を否定
（２）熱中症についての具体例
【事案の概要】
テニス部に所属する高校２年生の女子生徒が、５月下旬に校外で行われたテニス部の練習中に、
熱中症に罹患し、これにより重度の障害が生じた事案。裁判所は、この事故についての事情を踏ま
え、テニス部顧問教諭は「生徒の体調等に配慮した練習軽減措置等の義務」に違反したものと認定
し、学校の設置者の損害賠償責任を認めた。
【裁判所の判断（高等裁判所 平成 27 年１月 22 日判決）】
テニス部顧問の教諭の義務違反の有無について
・ 校外での練習への立会義務違反の有無について
課外のクラブ活動が本来生徒の自主性を尊重すべきものであることにかんがみれば、何らかの
事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のある場合は格
別、そうでない限り、顧問の教諭としては、個々の活動に常時立ち会い、監視指導すべき義務ま
でを負うものではないと解するのが相当であり、これは校外での部活動でも基本的に変わるもの
ではない。
・ 生徒の体調等に配慮した練習軽減措置等の義務違反の有無について
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課外のクラブ活動であっても、それが学校の教育活動の一環として行われるものである以上、
その実施について、顧問の教諭には、生徒を指導監督し、事故の発生を防止すべき一般的な注意
義務がある。もっとも、高校の課外クラブ活動は、生徒の成長の程度からみて、本来的には生徒
の自主的活動であるというべきである。そして、その練習内容についても、部員である生徒の意
思や体力等を無視して顧問が練習を強制するような性質のものではなく、各部員の自主的な判断
によって定められているのが通常であると考えられるから、注意義務の程度も軽減されてしかる
べきである。しかしながら、顧問が練習メニュー、練習時間等を各部員に指示しており、各部員
が習慣的にその指示に忠実に従い、練習を実施しているような場合には、顧問としては、練習メ
ニュー、練習時間等を指示・指導するに当たり、各部員の健康状態に支障を来す具体的な危険性
が生じないよう指示・指導すべき義務があると解するのが相当である。
学校教育、とりわけスポーツにおける熱中症の危険性については、本件事故以前から広く周知
されているところであり、本件高校においても同様の広報活動が行われてきた。そして、本件事
故当時、熱中症の危険については社会的にも広く認知されていた。
本件における具体的な事情を踏まえると、本件練習に立ち会うことができず、部員の体調の変
化に応じて時宜を得た監督や指導ができない以上、顧問においては、部員らの健康状態に配慮し、
本件事故当日の練習としては、通常よりも軽度の練習にとどめたり、その他休憩時間をもうけて
十分な水分補給をする余裕を与えたりするなど、熱中症に陥らないように、予め指示・指導すべ
き義務があったといえる。
→「本件顧問は、通常よりも練習時間も長く、練習内容も密度の高いメニューを本件生徒に指
示した上、水分補給に関する特段の指導もせず、水分補給のための十分な休憩時間を設定し
ない形で練習の指示をしていたことが認められる。」と判断し顧問の責任を肯定
（３）体育授業中についての具体例
【事案の概要】
公立中学校の生徒が体育の授業中に競技を離脱して倒れて後日死亡した学校事故について、生徒
の父母が、体育教諭、養護教諭及び校長の過失を主張して、学校の設置者に対し損害賠償を求めた
事案。裁判所は、体育教諭及び養護教諭それぞれについて、具体的事実関係に対応した判断基準の
適用の筋道を判示した上で、いずれの過失も否定した。
【裁判所の判断（地方裁判所支部 平成 17 年６月６日判決）】
学校の体育授業中の事故発生後の事後措置義務の内容及びその判断基準について
・ 体育教諭について
体育教諭は、生徒の健康状態に留意し、体育授業中、生徒に何らかの異常を発見した場合、速
やかに生徒の状態を十分観察し、応急措置を採り、自己の手に負えない場合には、養護教諭の応
援を頼むとか、医療機関による処置を求めるべく手配する注意義務を負うところ、その具体的内
容・程度は、運動の内容、事故の種類・態様、予想される障害の種類・程度、生徒の学年・年齢、
生徒の技能・体力等の諸事情を総合考慮して決せられるべきである。
・ 養護教諭について
養護教諭は、医療従事者に要求されるほどではないものの、心肺蘇生法に関する確実な知識及
び実技の能力を有することが期待されており、生徒の異常を把握した場合、体育教諭とは異なり、
心肺蘇生法の確実な知識に基づいて、生徒の身体の異常を把握し、呼吸停止と判断される場合には、
生徒の生命・身体の安全を確保すべく、自ら心肺蘇生法の応急措置を直ちに採る注意義務を負う。
Ⅲ．おわりに
法律は、不可能なことまでスポーツ指導者に求めているわけではない。
予見できる危険、回避できる危険について、可能な範囲の安全配慮を求めている。
過去に現実に起きてしまった事故を知り、想像力を膨らませて危険を予見し、これを回避するた
めの方策を全力で考え、その方策を現実に実施することが極めて重要である。
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