パネルディスカッション

青森会場
令和元年 10 月 18 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 紙谷

武氏

『柔道による重症頭部外傷の現状と対策』
〈津会場共通〉

B 上野

俊明氏

『スポーツ中の歯・口のけが事例分析と予防 10 か条』

C 村上

博樹氏

『体育・部活動等の安全対策』

D 井口

成明氏

『学校水泳活動で備えておくこと』
〈前橋会場共通〉

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

青森会場

『柔道による重症頭部外傷の現状と対策』
紙谷

武

・JCHO 東京新宿メデイカルセンター

整形外科

医長

・全日本柔道連盟医科学委員会副委員長

（略歴）
昭和 48 年名古屋市生まれ。平成 4 年愛知県私立東海高等学校卒業。平成 11 年国立宮崎大学医学部
医学科卒業。平成 30 年慶応義塾大学大学院理工学部博士課程修了。平成 25 年から現職。平成 20 年
から全日本柔道連盟医科学・強化委員を務めている。北京・ロンドン・リオデジャネイロオリンピッ
クにはチームドクターとして帯同した。小学校 1 年生より父親の手ほどきで柔道を始め、現在講道
館柔道６段である。第 19 回全国中学校柔道大会中量級個人優勝。第 11 回全国高校選手権大会無差別
級個人３位、第５回国際高校選手権大会日本代表団体優勝。中学３年生から高校 2 年生まで全日本
強化選手であった。全日本柔道連盟が作成した「安全指導の手引き」
（第三・四版）の編集委員である。
専門はスポーツ医学で、特に柔道傷害の発生メカニズムと予防が研究テーマである。
発表要旨
Ⅰ．柔道事故
近年柔道による重症頭部外傷の報告が散見されており、柔道による重症頭部外傷はスポーツ界にとっ
て看過できない重大な問題である。本講演では、全日本柔道連盟（以下全柔連）に報告された「損害補
償・見舞金制度」を解析し、柔道による重症頭・頚部外傷の特徴を明らかにし、対策について述べる。
Ⅱ．柔道による重症頭部外傷の特徴
受傷時の平均年齢は 17 歳で、18 歳未満が 27 例（90%）と高校生以下に集中していた。特に中学生・
高校生が 24 例（80%）で、なかでも中学１年生（９例、30%）と高校１年生（８例、27%）にピークを
認めた。性別は男性 26 例、女性４例であった。経験年数は、記載があった 22 例のうち３年以内が 17
例であった。段位の有無が明らかな 27 例のうち段を保有していない者が 22 例（81％）で、初心者に多
かった。受傷機転は、相手に投げられた時に受傷したのが 23 例（77%）と多かった。その他は受身の
練習中に受傷したのが１例、補強運動中に受傷したのが１例、不明５例であった。確認が取れた 23 例
の打撲部位は、後頭部 14 例（61%）、側頭部・頭頂部２例（９%）、部位が特定できないのが７例（30%）
であった。確認が取れた 22 例の技の種類では大外刈りが９例（42%）と最も多かった。その他は大内
刈り３例、背負い投げ３例、体落とし２例、払い腰２例、小外刈り１例、小内刈り１例、大内返し１
例であった。診断は、急性硬膜下血腫が 28 例（94%）で、他の２例は脳挫傷とくも膜下出血であった。
急性硬膜下血腫 28 例のうち脳挫傷の記載があるものは３例のみであり、多くは脳挫傷を伴わない単純
急性硬膜下血腫であった。開頭血腫除去ないし減圧開頭手術が 26 例（88%）に施行された。手術が行
われなかった４例のうち３例は、病院に搬送される前あるいは搬送直後に死亡し、解剖や CT 検査にて
急性硬膜下血腫と診断されていた。他の１例の急性硬膜下血腫は保存的治療で回復がみられた。転帰は、
死亡 15 例（50%）、遷延性植物状態７例（24%）、高次脳機能障害や片麻痺、失語が残存したのが４例（14%）、
ほぼ正常まで回復したのは４例（14%）であった。
Ⅲ．対策
予防は受け身練習の強化、指導方法の見直し、指導者資格認定制度などが報告されているが、そのな
かでも受け身の習得が重要である。受傷状況は、後ろに投げられる技での受傷が多く、そのなかでも大
外刈り（41%）が最も多く認められた。大外刈りは相手を真後ろに刈り倒す技で、受け身が取りづらい
技の一つである。後方に投げられた場合、頭部には頚部を支点とした前後方向の回転加速度の力が加わ
る。受身がうまくとれないと、前後方向の回転加速度の緩和ができずに、後頭部頭蓋骨が畳に衝突する。
脳は慣性モーメントで加速度のまま動くので硬膜と脳との間に前後方向の大きなずれが起こり、架橋静
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脈が破綻し急性硬膜下血腫が起こると報告されている。
投げられた時の衝撃を緩和するために、柔道では最初に受身の指導を受ける。受身をすることで、転
倒時の股関節への衝撃を 17％減少させることができると報告されており、受身技術は転倒時の衝撃緩
和に重要である。受身には方向によって前方受身、側方受身、後方受身、前方回転受身の４種類がある
が、後頭部を保護するために特に後方受身が大切である。
動画解析結果から後方受身を行う時、初心者は１）背部が接地した時、頚部が伸展し頭部が大きく回
転運動をしていた。２）背部の接地前に打ち手を行っていた。３）腰の後方移動量が増加していたとい
う３つの特徴を有することが明らかとなった。
従来柔道の現場では後方受身をする時は、帯の結び目を見るように指導されている。そもそも頚部屈
曲位を保持できないことが問題であるため、その指導法だけでは不十分である。後方受身は頚部筋力強
化に加えて、打ち手を背部と同時に行うことや腰を落としてなるべく臀部が踵に近づけて転ぶように指
導することが有効と思われる。
柔道による死亡事故を含む重症頭部外傷の報告は、私が渉猟した範囲ではアメリカ、カナダ、ドイツ、
フランス、オーストラリアでは認められておらず、柔道発祥の地日本のみで散見されている。二村は「諸
外国と比べて日本は安全指導を含めた柔道指導者の資格制度を持たない。これが死亡事故のない西欧諸
国と最も異なる点である。」と述べている。ニュージーランドラグビー協会では、すでに安全推進講習
会への参加を義務化している。2011 年度から全日本柔道連盟においても柔道指導者資格付与制度が開
始され、安全指導の講習会を受講しないと指導者資格が得られないことになった。
Ⅳ．近年の状況
2011 年以降全日本柔道連盟では、安全対策・啓発事業が強化されたが、いまだゼロにはなっていない。
対策強化前の前期（2003-2011 年）と後期（2012-2019 年）における報告事例の特徴と転帰を検討すると、
重大事故に相当する急性硬膜下血腫数は、前期 36 例（年間 4.0 件）
、後期 14 例（年間 2.1 件）と発生
数は半減した。死亡例は前期 18 例（年間 2.0 件）、後期２例（年間 0.25 件）と大きく減少し、手術後
回復事例が後期に多くみられ、事故発生から手術までの対応が迅速になされた可能性が考えられた。年
代別では、高校１年生の事故は後期で減少したが、中学１年事故は相変わらず最多であった。成人は後
期（５例）で前期より多く、警察官３例、高齢者１例であった。成人でも初心者や高齢者では注意が必
要と考えられる。後期では急性硬膜下血腫の発生数は減少し、転帰は改善したが、いまだゼロにはなっ
ておらず更なる安全指導強化が必要と考えている。
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パネルディスカッション B

青森会場

『スポーツ中の歯・口のけが事例分析と予防 10 か条』
上野

俊明

・東京医科歯科大学大学院

准教授

・日本スポーツ歯科医学会

理事

（略歴）
1967 年石川県生まれ。歯科医師／博士（歯学）。91 年東京医科歯科大学卒業、95 年同大学院修了。
97 年助手、2000 年助教授、01‑02 年文部科学省在外研究員を経て 07 年より現職。02 年から国立スポ
ーツ科学センター非常勤医師としてオリンピック日本代表選手の医科学サポートを担当。日本スポー
ツ協会スポーツ医科学専門委員会委員や日本歯科医師会東京オリンピック・パラリンピック歯科委員
会委員も務める。
発表要旨
スポーツ・運動中の外傷事故等により万が一にも歯を喪失し、歯の咬合（噛み合わせ）が障害された
場合、「食べる（咀嚼）
」、「話す（発音／構音）
」、「笑う（審美性）
」といった機能が損なわれ、日常生活
に支障を来す。そればかりか最近の研究成果から、歯の咬合が脳機能や運動能力にも影響を及ぼしうる
ことも明らかとなってきた。
それゆえに歯・口の外傷予防に向けた取り組みは極めて重要で、学校管理下でのスポーツ安全教育の
徹底充実とともに、外傷リスクの高い競技種目における歯科防具「マウスガード」の普及啓発が求めら
れる。そのほか最近では、顎顔面を骨折した選手が治療を終えて競技復帰する際、患部保護装置「フェ
イスガード」を着用するのがトレンドとなっている。
Ⅰ．スポーツ歯科外傷
（１）種類
歯科外傷は歯の振盪、歯の破折、歯の脱臼およびに骨折に大別される。歯の破折には①歯冠破折（ク
ラック（亀裂）／エナメル質破折／単純破折／複雑破折）、②歯冠―歯根破折および③歯根破折が、歯
の脱臼には④不完全脱臼（亜脱臼／側方脱臼／挺出性脱臼）、⑤完全脱臼（脱離または脱落）および⑥
陥入（埋入）が、そして骨折には⑦歯槽骨骨折、⑧顎関節骨折および⑨上・下顎骨骨折がある。その
他口唇や頬粘膜、舌などの⑩口腔軟組織損傷も歯科外傷である。
（２）疫学
1985（昭和 60）年当時の歯牙障害見舞金給付件数は 684 件と、全給付件数の 50.9% を占めていた。
その後の推移を見ると、1995 年 321 件（40.3％）
、2005 年 106 件（24.1%）、2015 年 93 件（21.6％）と
減少しているが、現在でも視力・眼球運動障害と外貌・露出部分醜状障害とともにトップ３にランク
される。歯・口・顎の負傷事故発生件数を見てみると、1989（平成元）年以降年間７万件前後を横ば
い推移し、事故はあまり減っていない状況にある。歯科外傷の発生状況（原因）として、小学校では
廊下や階段等での校内事故が多く、中学校では校内と課外活動中が半々、高校では専ら課外活動中で
ある。特に身体接触やボール、バット等に当たって発生する事例が多く、競技としては野球で好発し、
次いでバスケットボール、ソフトボール、サッカー、バレーボール等が続く。柔道やマウスガード着
用が義務化されているラグビーやでは少ない。
（３）安全対策
2008 年日本スポーツ振興センターが編纂発行した「学校管理下における歯・口のけが防止必携」の
中で、下記のように「歯・口のけがを防ぐための 10 か条」が示されている。予防 10 か条では日頃か
らの生活指導と危険予測・回避のための安全学習に加え、身体接触、ボールやバット・ラケット等に
当たることが多い競技種目でのマウスガード着用が求められている。この予防 10 か条に関する映像資
料（DVD）も作成されているので、安全教育や教職員研修の場などで有効活用していただきたい。
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【日頃からの管理と指導】
①健康観察 ②調和のとれた生活と基礎体力づくり ③施設・用具等の点検と環境整備
や内容・種目に応じた安全対策 ⑤危険行動の改善指導 ⑥ルールの順守
【危険を予測・回避するために】
⑦事故事例やヒヤリハット場面を用いた危険予測・回避学習 ⑧マウスガードの着用
【けがをしてしまったら】
⑨患部を清潔にして応急手当 ⑩欠けた（折れた）歯を拾って速やかに歯科医院受診

④活動場所

Ⅱ．マウスガード
（１）歴史
世界最古のマウスガードは 1892（明治 25）年英国製である。歯科外傷が頻発するボクシング選手の
求めに応じて、ロンドンの開業歯科医がガッタパーチャゴムを用いて製作したのがそもそもの始まり
で、その後米諸国に伝わり、日本では 1925（大正 14）年に同じくボクシング選手に対してオーダーメ
イドした記録が残っている。今はスポーツ用品店やインターネット販売される既製品もあるが、そも
そもは歯科医師が選手一人一人の歯型と噛み合わせをとって精密加工していたオーダーメイド防具で
あったこと、すなわちカスタムメイドが本来の姿であることを認識してもらいたい。
（２）効果
国際歯科連盟（FDI）では 2008 年マウスガードに関する政策声明を採択しているが、その中でマウ
スガード使用者の歯科外傷発生率は非使用者に比べ 1.6 1.9 倍低いことが示されている。ラグビー王国
ニュージーランドの調査研究では 4.6 倍差であったとも報告されており、マウスガードの歯科外傷予
防効果は世界的にも立証されている。脳震盪予防効果や競技力向上については現在、様々な調査研究
が進められているところである。
（３）競技規則
マウスガード着用が義務化／推奨されている競技種目にはボクシングやキックボクシングのほか、
アメリカンフットボール、アイスホッケー（U20 義務、その他推奨）、グラウンドホッケー（中学・高
校生義務、その他推奨）
、インラインホッケー（18 歳以下義務）
、ラクロス、空手（組手競技義務）
、
総合格闘技、テコンドー、ラグビー（U19・U15 義務、U12 推奨、その他許可）などがある。また硬
式野球（中学・高校・大学・社会人）やバスケットボールのほか、最近ハンドボールや柔道でも着用
可と改正されている。競技によって色の指定や制限条項が設けられているので留意する必要がある。
なお練習中に事故が発生することが少なくないので、試合時だけでなく、日頃の練習からマウスガー
ドを着用するよう指導することが重要である。
Ⅲ．歯・口のけがに対する応急処置
患部を清潔にして、出血箇所はガーゼ等で圧迫止血する。歯が破折・脱落した場合、その破折片や脱
落歯は諦めないで捜索し、乾燥汚染させないように、歯の保存液（牛乳でも代用可）に浸漬して、でき
るだけ速やかに歯科医院を受診させる。適切な応急処置によって、再植保存の成功率が高まる。
Ⅳ．フェイスガード
（１）歴史
2002 年日韓サッカーワールドカップで鼻骨を骨折した日本代表選手がフェイスガードを着用してピ
ッチに立ったことで注目された。それ以降サッカー選手を中心に、顎顔面骨折事故から安全かつ早期
に競技復帰を果たすための患部保護装置としてフェイスガードが適用される事例が増え、国際的にも
その有用性が認識され始めている。
（２）競技規則
フェイスガード着用が許可されているのはサッカー、フットサル、バスケットボールおよびホッケ
ー（フィールドプレーヤーのみ）で、ごく最近ハンドボールも着用可となった。その他の種目（大会）
はケース・バイ・ケースの対応となる。なお国際サッカー連盟 FIFA ルールでは対戦相手が傷害されな
いようにソフトな表面仕上げとするよう求めているのに対し、国際バスケットボール連盟 FIBA ルール
ではハード仕上げでも可となっている。

40

パネルディスカッション C

青森会場

『体育・部活動等の安全対策』
村上

博樹

青森県立黒石商業高等学校

保健体育教諭

（略歴）
1997 年

日本体育大学卒業

2015 年〜

黒石商業高等学校教諭

2017 年〜

青森県高等学校野球連盟常任理事

発表要旨
Ⅰ．保健体育教諭として
（１）体育の授業
股関節・足関節の硬い生徒が多いため、準備運動では股関節・足関節部位のストレッチを入念に行
っている。男子のほうが女子よりも活発に活動しているが、怪我や体調不良が多いのは女子である。
その背景として、動きたくないという意識があるからだと考えている。生徒主体型の選択制体育を通
して授業計画を生徒同士で話し合い、進めていくことにより意識改革を促している。
また、本校の選択制体育では柔道の選択種目があるが、過去４年間選択する生徒は皆無である。柔
道での怪我が多いことが、生徒の敬遠する要因となっている。
（２）安全点検
準備、後片付けの際、危険器具の点検を生徒と一緒に行うことにより、安全性の意識を高めること
ができている。
（３）研修会
保健体育教諭の資質を高めるため、スポーツ関連の研修会へ積極的に参加するよう努めている。
（４）保健体育科「年間計画」の PDCA
保健体育科で年間通して授業計画に安全面で不備がなかったか、検証・見直しを行っている。
Ⅱ．部活動顧問として
（１）野球部活動における安全対策
① 野球場整備やネット補修の徹底。
② 打者は打者用ヘルメット、打撃投手はヘッドギア着用の徹底。
③ バント練習では、指先の怪我予防のため剣道の甲手を着用。
④ スポーツ眼鏡やコンタクトレンズの推奨。
⑤ マウスピースの活用。
⑥ 携帯型熱中症計を活用し、熱中症への予防対策。
（２）活動内容の工夫
① 猛暑日には活動時間を早くし、暑くなる前に終える。
② 夏期間、選手はユニフォームではなく、Ｔシャツ・ハーフパンツ着用にする。
③ 練習中におにぎりを補食する等して、食育の実践を行っている。
④ 投球動作や打撃フォームを動画撮影し、視覚的に捉えることにより負担のない動作につなげて
いる。
⑤ 怪我予防とパフォーマンス向上のために、体幹トレーニングを実践している。
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Ⅲ．高野連常任理事として
（１）オフシーズンにおける野球教室開催
冬期間の練習場の確保が難しいなか、厳寒の屋内施設などで練習試合が原因と思われる小学生の・
肩障害の発生が多くみられる。そこで、高校生が小学生の障害を防ぐ手助けをしたいと考え、12 月〜
３月の高校野球ではオフの期間に「少年野球教室」を 2017 年より開催している。
高校球児が小学生に明るく、元気に遊びながら運動に親しみ、初心者から幅広く野球教室を開き野
球人口の減少を食い止め、将来甲子園を目指す高校球児に成長するよう指導している。2018 年からは
保育園・幼稚園にも出向いて、野球教室を開催した。
（２）野球検診手帳
2019 年、青森県高等学校野球連盟監修の「野球検診手帳」が出版された。本書は青森県スポーツド
クターの会、弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座が編集しており、成長期の野球選手に必要な
医学的な情報、正しいトレーニング方法や「野球肘検診」の意義等を野球選手が理解しやすいように
まとめている。成長期野球選手に多い肘の障害は「野球肘検診」で早期に発見し対処することで、将
来への悪影響を少なくすることができる。また、この手帳は「野球肘検診」の記録手帳にもなっており、
選手・指導者・医療従事者間での情報共有がスムーズにできるようになっている。青森県高野連弘前
地区主催のキッズフェスタにおいて、参加者に無料配付した。
（３）熱中症対策（夏の甲子園予選大会）
① 各校応援態勢を組む学校が多いので、養護教諭の配置や救護車の手配を徹底した。
② 応援バスの１台を救護車として球場近くに駐車させ、試合中エアコンをかけて体調不良の生徒
を早めに休ませる場所にした。
③ 救護体制は、ドクター・トレーナーに依頼し、救急搬送が例年あるため地域消防署に大会日程
と依頼文書を送った。
④ 場内アナウンスと電光掲示板で熱中症予防を呼びかけた。
⑤ 今年度、球場ベンチに扇風機を設置した。
（４）全国的な話題として
投手の球数制限について、これから各都道府県で議論されることが予想される。
Ⅳ．生徒指導主事として
（１）学校行事
① 本校２学年を対象に、地元の消防署員８名と女性消防団８名を講師に招き、AED を使用した心
肺蘇生法実技講習会を実施した。災害防止及び緊急時の事件・事故災害等の発生に備えて、心肺
蘇生法（人工呼吸、心臓マッサージ及び自動体外式除細動器の使用）等の技術を習得した。
② 本校後援会より、全校生徒及び教職員に対し帽子とタオルが贈呈され、夏の甲子園予選大会の
全校応援で活用することができた。また、全校応援の服装を制服でなく、体育着としたことも熱
中症対策として有効であった。
（２）顧問会議での共通理解
年間３回の顧問会議を通じて、活動時間や各施設における使用上の注意等を確認し、共通理解を図
っている。
（３）学校評価の視点による学校安全の PDCA
① 学校安全計画の検証・見直し。
② 危機管理マニュアルの検証・見直し。
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青森会場

『学校水泳活動で備えておくこと』
井口

成明

桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 准教授
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野外教育学会員
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東京都高等学校体育連盟研究部員

発表要旨
Ⅰ．はじめに
学校における水泳活動において、溺水、頚椎骨折、突然死等の重大事故は減少傾向にあるものの、毎
年発生している。また近年においては、プールにおいても熱中症は発生しており、その対策が各学校に
おいて急がれている。今回筆者は、学校のプールで発生が予想される重大事故において、どのような防
止策を講じ、水泳の授業、部活動の練習前にどのようなものを用意し、指導しておくと良いのか、東京
都と静岡県の学校に協力していただき、理想と思われる防止対策、用具の設置を試行、研究することが
できた。
Ⅱ．水泳練習中に起こりうる事故の現状
学校における体育活動中における死亡を含む重大事故を日本スポーツ振興センターの資料から調べて
みると平成 10 年〜 28 年の間に「死亡・障害事故」は 792 件発生しており、そのうち溺水の「死亡・重
障害（１級〜３級）」は 45 件発生している。年間の発生率から校種別にみると小学校が 3.8 人、中学校
が２人、高校は 5.3 人と高校生に事故発生が多くみられたが、この多くは、飛び込みスタート時におけ
る失敗事故であることが分かった。また無理な息こらえや過換気によるノーパニック症候群は、
「無理
な息こらえを起こす可能性の高い潜水（小学校の場合は潜りっこ）をおこなうことによって血中の酸素
濃度が低下する。そして意識が喪失し、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」と注意喚起している。（「水泳の手引き（二訂版）」H16 から）
ノーパニック症候群が発症するときの体内の二酸化炭素と酸素濃度の相関図（武藤 芳照作図）
ノーパニック症候群とは
泳ぐ前に緊張すると、過呼吸になる。また、潜水練習や潜りっ
こなどを数多く繰り返していると同様の状態に陥りやすくなる。
すると血液中の二酸化炭素が減少するため普通の状態では、二酸
化炭素濃度が上がって、呼吸したくなり、もがきだす。しかし二
酸化炭素濃度が上がる前に酸素を消費されているため意識をなく
し溺水してしまう。
筆者が、東京都高等学校体育連盟に所属する水泳部の生徒、およそ 2,000 人にアンケート調査を実施
したところ、水泳活動中に飛び込みスタートを行ったことによって、身体の一部を水底にぶつけた経験
があると答えた生徒が 35％もいることが分かった。また、全体で 200 人近い生徒が、自らの水泳歴の
中で頭部を打ったことがあると答え、更にその内 40 人近い生徒が複数回（５回以上）も頭を打ってい
ることが分かった。一般の生徒より飛び込みスタートを多く練習しているはずの水泳部員でさえも以上
のような状況にあることが分かった。この結果から普段からスタート練習をしている水泳部の選手であ
っても、体調不良や集中力の欠如によって被災する可能性はあるということが分かった。
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Ⅲ．プールにおける熱中症
プールに入水中でも熱中症は発症する。現在の屋外プールでは、水温 33 度位まで上がり、ぬるま湯
の中で大騒ぎしているのと同じことになる。水泳練習は、消費カロリーの高い運動だけに、短時間で脈
拍数が上昇し、体温も上昇してしまう。体型や泳ぎ方によって変わるが、クロール１時間あたり約 900
〜 1,300 キロカロリー 平泳ぎ１時間あたり約 550 〜 600 キロカロリーを消費するハードな運動である。
そういう運動でありながらも、自らが高温のプールで熱中症を意識せず練習してしまう原因は、常に水
が頭上から滴り落ちる環境下にあるので、汗と雫の違いが分からなくなってくることと、屋外の場合、
外気で冷やされた気になってしまうなどがあげられる。
Ⅳ．学校管理下（体育活動中）における事故（溺水）をなくすために
毎年のこの活動などの効果と思われるが、学校管理下（体育活動中）の重大事故は、減少傾向にある。
しかし学校外の溺水事故で、警察庁の平成 24 年から平成 28 年までの５年間の事故情報によると、子ど
も（中学生以下）の海、河川、湖沼池、用水路、プール等における死者・行方不明者数は 244 人に上る。
発生場所別にみると「河川」が 125 人と最も多く、
「河川」、「湖沼池」、「用水路」では７〜８月以外の
時期でも事故が目立ち、水遊び中、誤って溺れるなどの状況がうかがわれている。
以上の状況を踏まえ、児童生徒に何を指導し、学校プールには何をこそ用意しておくべきなのか
主体と環境に分けて実践報告をしておくことにする。
Ⅴ．人的（主体）対策
水泳シーズン前に児童生徒と保護者に注意、連絡事項をプリントで配布する。
・児童生徒、保護者ともに日常の生活が正常に活動できていれば、身体には問題ないと思っていること
が多いようである。しかし、水泳授業は水中環境であり、水温、気候、その日の体調によって身体への
影響はかなり変わってくる。持病等がある場合は、必ずシーズン前に聞いておき、記録しておくように
する。また、授業時間を利用して、医学的、応急処置的知識を伝えておき、保護者には連絡プリントを
児童生徒各自に配布しておく。また児童生徒同士で水辺に遊びに行くときの注意と用意すべきものを指
導しておく。
・児童生徒の疲労度を確認（無理をさせないこと・監視を強化すること） できればＴ／Ｔの授業を！
前に述べたように児童生徒に水泳に対する嫌悪感や苦手意識があるだけで過呼吸症を招きやすい状況に
なる。低水温、低気温、
（高気温、高水温も同様）強風の天候では入水を控える。水泳の練習は、３〜
４人グループで行い、泳法検査は泳者１名、水中観察１名、プールサイド（上方）から観察させ、フォ
ームの点検をさせるとともに、事故をできるだけ早く気付くようにする。水球や自由練習の際は、教員、
見学者がプールの最低４コーナーには監視に立ち、活動が止まった児童生徒や様子のおかしい児童生徒
には話しかけ、異常を指導教員に知らせるように指導する。
・プールサイドの整理整頓
教師はもちろんのこと、児童生徒もプールサイドの何処に何があるのか、しっかり理解していられる
環境を整えるため、児童生徒の私物は所定の場所に整えて置かせ、救急用品等の置き場所も全員に伝え
ておく。
Ⅵ．環境的対策
・救急用品の準備レスキューチューブ、AED（自動体外式除細動器）、
メディカルボックス（内部には、聴診器、血圧計、頚椎固定用カラー、消毒薬、ガーゼ、救急絆創膏）
（その他の必需品）
寒暖計、マーキーテント、農業用遮光ネット、クーラーボックス（内部には氷、保冷剤、氷嚢、タオル
複数枚）、団扇、扇風機
落雷探知機
昨今の屋外プールにおいて、ゲリラ豪雨、落雷による防止対策を考えておく必要がある。
水というのは、金属と比べると本来電流を流しにくいが、大きな電流が瞬時に流れ込もうとすると、一
か所では流れず、枝分かれして放電が伸びる。その時雷が直撃しなくても、放電に触れると感電してし
まう。そこで、落雷探知機（ストライクアラート）を用意し、雷鳴が遠くに聞こえているような場合で
も、探知機による警戒信号、警報ブザーが鳴ったら速やかに児童生徒をプールから退水させ、安全な空
間（校舎、更衣室等）に避難させる必要がある。
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