パネルディスカッション

金沢会場
令和元年 10 月 24 日（木）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 田名部

和裕氏

『これで防げる野球練習中の事故』
〈佐賀・松山会場共通〉

B 五十嵐

隆氏

『学校でのスポーツ事故：心臓突然死について』

C 北野

孝一氏

『学校でのサッカーによる事故を防ぐために』
〈横浜・大津会場共通〉

D 佐藤

豊氏

『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』
〈佐賀会場共通〉

３. 参加者との意見交換

45

メモ

46

パネルディスカッションＡ

金沢会場

『これで防げる野球練習中の事故』
田名部

和裕

公益財団法人

日本高等学校野球連盟

理事

（略歴）
昭和 21 年 2 月

神戸市生まれ
神戸市立葺合高校〜関西大学

昭和 43 年 6 月、公益財団法人日本高等学校野球連盟に奉職、平成５年から同 17 年まで事務局長
現在理事
発表要旨
Ⅰ．打撃練習中の事故防止
（１）ティーバッティングの打撃事故防止
① ティ−バッティングの目的をしっかり理解し、適度の休憩を挟んで、集中力をもって取り組む。
② 投げ手は防球ネットの後ろにしっかり隠れ、打者にタイミングを合わせてトスする。
③ 投げ手はフェイスガードを活用する。
（２）自打球事故防止
自打球の原因は、身体が開いてヘッドを返すスイングやアウトコースの投球を引っかけるバッティ
ングが多い。
① 個性を生かし、ボールを当てる感覚を大切にする。
② 小中学生は重いバットではなく、軽いバットでしっかりスイングする。
③ バントの練習は、遅い球でポイントを掴む。速い球にはバントするのではなく目を慣らす。
（３）打撃練習の打球事故防止
打撃練習中の打球事故の原因は、防球ネットの整備不良と不適切な設置位置が多い。また防具や用
具の不適切な使用が多い。
① 防球ネットの設置位置は、本塁上に立って、投手が完全に隠れるか複数で確認する。
② 打者は打者用ヘルメット、投手は投手用ヘッドギアを着用する。いずれも耐用年数は３年。
③ 複数打撃では、打球方向を確認してから次の投球をする。
④ 打撃投手が投げる場合、Ｌ字型投手用ネットに三角ネットを設置して使用する。
Ⅱ．守備練習中の事故防止
（１）キャッチボール・投球練習の送球・投球練習事故防止
① キャッチボール、投球練習前に周辺に他の選手がいないかチェックする。
② 投球練習では、捕手の後方に防球ネットを設置する。
（２）ノック練習の打撃事故防止
打球事故の典型的な例は、イレギュラーバウンドが野手を直撃したり、捕球体勢に入っていない野
手に直撃することが多い。外野手への打球がボールボーイやマネジャーを直撃することもある。
① イレギュラーバウンドを減らし集中力を保つため、30 分に１回、グラウンド整備を行う。
② ボールボーイやマネジャーは、ヘルメットやフェイスガードを活用する。
③ ノッカーは、周辺の選手や捕球者後方の選手がボールに集中しているか確認する。
④ 強い打球のノック練習時には、ファールカップやフェイスガード、マウスガードを活用する。
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（３）連係プレー中の送球・衝突事故
野手間の事故の特徴は、緊張感が低下している時間帯に多発している。
① 外野手同士や外野手と内野手がお互いに声を掛け合う。
② 連係プレーの周辺にいる選手が指示を出す。
（４）捕手は急所カップを着用
平成 29 年度発生後遺障害で４件の急所事故が発生、２件は投球を受けた事故で、あと２件は捕手の
守備中の事故。打席に向かうときに急所カップを外すことが多いが、守備につくときは必ず急所カッ
プを再装着すること。
Ⅲ．新入生の事故防止
新入生に対しては、まず保護者とのコミュニケーションが重要。中学生時代の野球経験には個人差が
あることを理解しておく。高校入学までのブランクで障害を起こすことがある。
過去の事故例では、１年生が入部してから夏までの間で発生しているケースが多い。高校に入って初
めて硬式ボールを体験する部員も多い。
練習の手順や全体への気配りができていないケースが事故発生要因に挙げられている。１年生には練
習での役割りを明確に伝え、ボールへの注意が疎かにならないよう、指導者や上級生が気配りをしてや
ってほしい。
① 入部後直ちに保護者に基本的な活動法印を説明する。
② 指導者や上級生から日々の練習メニューを説明し、練習全体の流れを把握させる。
③ １時間に１回休憩時間を設ける。
Ⅳ．心臓しんとうの留意事項
AED が学校をはじめ公共施設に設置されてきた。しかし、せっかく設置されていても使用方法を知ら
なかったり、場所が分からなかったでは重大事故を防げない。以下のことを留意してほしい。
① 自校の AED 設置場所を全部員が知っておくこと。
② 必ず定期的にみんなで使用方法を確認すること。
③ １分ごとの遅れが、10％ずつ救命率が低下することを理解しておくこと。
④ 練習試合や合宿などで他の施設に行ったときは、必ず設置場所を確認し、みんなで情報を共有
すること。
⑤
練習試合で相手チームを迎えた時も AED の設置場所を知らせておくこと。
Ⅴ．熱中症予防対策
暑熱環境下で、グラウンドでプレーする野球は、特に熱中症対策に留意が必要である。
指導者が熱中症対策として心掛けていることを挙げてみると、多い順に
① 積極的に水分を補給するように指導している
② 体調の悪い者が無理しないように指導している
③ 暑いときは休憩を多くとるようにしている
以上のような対策をとっている。これまで日本スポーツ振興センターの事故防止委員会で挙げられた
対策に、毎日の活動前に、ⅰ）前夜に睡眠がとれたか、ⅱ）朝食を摂ったか、を毎回確認しているとい
うものがある。選手たちの体調は、日々変化するためこうした対策は是非励行してほしい。
高校野球の発生事例で気になったのは、夏の都道府県予選で敗退し、数日の休みの後、新チームの練
習再開時に発生していることである。それまでの疲れが残っていたり、長時間の活動が背景にあるよう
である。暑熱環境下では、30 分に１度は給水タイムをとり、休憩時間を設けてほしい。
今後も地球規模の気温上昇の傾向があり、一層の留意が必要である。
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パネルディスカッションＢ

金沢会場

『学校でのスポーツ事故：心臓突然死について』
五十嵐

隆

国立成育医療研究センター 理事長

（略歴）
1978 年東京大学医学部医学科卒業。2000 年同大学医学部小児科教授。2005 年同大学医学部附属病
院副院長。2011 年同大学教育研究評議員。2016 年より日本小児科学会監事。日本小児保健協会理事、
日本保育協会理事、日本こども環境学会会長。元日本学術会議会員、元日本小児科学会会長、元日本
腎臓学会理事、元教科書審議会第八部会長。東京大学名誉教授。
発表要旨
Ⅰ．学校管理下での子どもの死亡 : 最近の傾向
学校管理下での子どもの死亡数は 1997 年 175 名、2007 年 74 名、2017 年 57 名で、減少傾向にある。
そのうち、突然死も同様で、1997 年 107 名、2007 年 41 名、2017 年は５名だった。2008 年から９年間
を対象とした学校でのスポーツによる心停止に対して蘇生処置を受けた子どもは 197 名（男子 139 名、
女子 58 名）で、中学２年生から高校３年生に多く見られた。特に中高生では男子の割合が多かった。
学校管理下で子どもが心停止した場合、最近は子どもに蘇生処置が積極的に施されている。その結果、
心停止例への蘇生処置で蘇生（救命）された子どもの割合は 2008 年 65.5%、2012 年 70.7%、2016 年
83.3% であり、救命率が向上している。心停止した子どもの原因心疾患毎の救命率は、原因推定が可能
な例よりも原因不明の心不全や心室細動例の方が高かった。さらに、心停止した子どもの原因心疾患を
不整脈群と基質疾患群とで比較すると、不整脈群の方が救命率が高かった。
突然死した子どもが行っていた運動は、陸上競技、バスケットボール、サッカー、野球、水泳、バレ
ーボールなどの順に多かった。また、突然死した場所は、屋外運動場、屋内運動場、道路、プールなど
の順に多かった。
学校でのスポーツによる突然死のうち、心疾患の占める割合が最も高い。その割合は全突然死のうち、
1984 年 89%、2000 年 69%、2013 年 61% であり、減少傾向にある。その理由として、心臓病健診など
にて突然死を起こす危険性のある疾患が重篤な症状を呈する前に診断され普段から適切な医療を受けて
いる子どもが増えていること、心疾患に対する治療・診断法が進歩したこと、心疾患の子どもの管理ガ
イドラインが学校で普及したこと、子どもが心疾患による失神発作時に AED（自動体外式除細動器）を
含めた適切な救命処置が行われるケースが増えてきたことなどがあげられる。実際、失神発作に対する
学校での AED 使用率は 66% で、一般社会での AED 使用率の３% に比べ高い。さらに、生来健康な子ど
もの心臓振盪による突然死についても最近注目されており、予防策が検討されている。
Ⅱ．スポーツ指導者に求められる安全配慮義務の内容
（１）心臓振盪
偶発的に外部から胸部に強い打撃を受けると、心電動路に異常が生じて、心停止が起こりうる。子
どもの胸郭は成人に比べ柔らかく、前胸部への衝撃が心臓に伝わりやすため、子どもに心臓振盪が起
きやすい。心臓振盪が発症した時に、AED にて電気ショックを施すと、洞律動が再開し正常な心臓の
収縮運動が再開する。治療として AED が最も効果を発揮する疾患である。
（２）不整脈
① 洞機能不全症候群
洞結節あるいは心房内の伝導路の異常により、洞結節からの電気信号が心室に正確に伝わら
ないために心室の収縮回数が低下し、心拍数が正常よりも著しく減少し、心拍出量が低下して
脳への血流が減少して失神発作を起こす。洞機能不全症候群では運動や発熱の際に正常では見
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られる心拍数の増加がなく、さらに、洞結節からの信号が突然出なくなって心停止することが
ある。AED は心拍再開に有効である。
② 完全房室ブロック
洞結節からの電気信号が心房内で留まって心室内の伝導路（房室結節以下の伝導路）に入ら
ない病気である。そのため、心室内の自動能を持つ細胞の働きによって電気的信号が出されて
心室が収縮する。心拍数は低下（40 - 50 以下 / 分）し、徐脈となる。さらに、心房と心室の収
縮時期が連動しないため、心室内への心房からの血液の移動が不均一で、且つ徐脈となるため、
一定時間内の心拍出量は低下し、血圧も低下する。徐脈の程度が強い場合には突然死する事が
ある。速やかな心臓マッサージなどの蘇生処置が必要である。
③ 心室頻拍（心室細動）
心室性期外収縮が３つ以上連続して現れる病態。心拍数は 120 以上 / 分となり、30 秒以上持
続すると心拍出量が減少して、全身への血量が低下し、血圧も低下し、重要臓器の虚血障害が
生じる。悪化すると心室の筋肉の規則的な収縮がなくなり、心室の筋肉がけいれんしている状
態である心室細動となる。心室細動では心室のポンプ機能が失われ、速やかにショック状態と
なる。心室細動による失神・ショックにはできるだけ早急に心臓マッサージと AED による除細
動を行う。蘇生処置を３- ５分以内に行わないと死亡あるいは脳死に近い重篤な脳障害が生じる。
（３）QT 延長症候群
心臓の収縮が終了した後から収縮前の状態に戻る時間（再分極時間）が延長し、その結果心室
頻拍（心室性不整脈）のリスクが増大する疾患。最悪の場合には心室細動に至る。速やかに心臓
マッサージと AED による除細動を行う。
（４）肥大型心筋症
心筋の肥大により心腔内の容積が減少するために、心拍出量の低下を来して、運動時の動悸、息切
れを起こす。普段の生活では自覚症がなく、運動を行って失神や突然死を起こすこともある。
速やかに心臓マッサージと AED による除細動を行う。
（５）稀な基礎心臓疾患
冠動脈奇形、大動脈便狭窄症、複雑心奇形（術後）なども突然死の原因となる。近年、複雑心奇形（術
後）の患者が増加しており、主治医との密接な連携が必要である。
Ⅲ．終わりに
突然死を起こしうる心疾患が重篤な発作を発症する前に学校心臓病健診などにより診断され、適切な
治療を受けている子どもが増えてきた。しかしながら、学校心臓病健診でも突然死を起こしうる心疾患
を診断できないことがある。さらに、生来健康な子どもが心臓振盪により突然死することも課題である。
学校での心臓突然死を減らすために、今後以下の対策が必要である。
心臓振盪を予防するため、小中学生は成人の使用する硬球は使用しない。胸部用の防具の使用を考慮
する。ただし、心臓振盪による死亡者の 25% 以上が防具を使用していた。現在用いられる防具の使用
だけでは心臓振盪の発生を完全には予防できない点が課題である。
子どもがスポーツをしているときに原因不明の失神発作を起こした場合、突然死を来しうる心疾患で
ある可能性を考え、心臓マッサージや AED を用いた救急蘇生法を速やかに実施する。子どもがスポーツ
をする場には正常に作動することをあらかじめ確認した AED を準備しておく。

（貴重な情報を御提供戴いた日本大学小児科鮎沢衛先生、国立成育医療研究センター賀藤均先生に深
謝申し上げます。）
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パネルディスカッション C

金沢会場

『学校でのサッカーによる事故を防ぐために』
・金沢市立浅野川小学校教諭

北野

孝一

・（公財）日本サッカー協会

技術委員会指導者養成部会

・（一社）石川県サッカー協会理事
（略歴）
2008 年〜 （公財）日本サッカー協会キッズプロジェクト
2012 年〜 （公財）日本サッカー協会学校体育サポートプロジェクト
発表要旨
Ⅰ．学校におけるサッカーの現状
私の勤務している小学校では、晴れた日には運動場でサッカーを楽しむ子どもたちの姿を見ることが
できる。サッカーに関わる一人としてとてもうれしい気持ちになる。子どもたちの楽しみがずっと続く
ようにと願うばかりである。一方で、教育に携わる教員の立場からは子どもたちを事故から守らなけれ
ばいけないという責任がある。事故をすべてなくすということは困難かもしれないが、できるだけリス
クを減らす努力が求められている。
（公財）日本サッカー協会（以下 JFA）では、
「サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々
の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。」の理念のもと、諸学校におけるサッカーについても普及・
強化・育成の重要な場と考えている。子どもたちには競技としてだけでなく、体を動かす楽しみの一つ
として、学校でサッカーを安全に楽しんでもらいたいと考えている。これまで JFA では普及・強化・育
成の取組を通して、子どもたちに対する指導（方法・内容）について研究を積み上げてきた。その取組
には安全管理、事故防止も含まれており、学校におけるスポーツ活動についても貢献できると考えてい
る。
Ⅱ．学校におけるサッカーによる事故の現状
平成 21 〜 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、
災害共済付の障害見舞金を給付した事例 1601 例の分析によれば、発生総数は 10 年で約半数に減少して
いる。AED の普及やこれまでの JSC、学校現場での安全に関する取り組みが成果をあげていることを示
している。しかし、事故が無くなったわけではなく、繰り返される事故も見られることから、今後も分
析を進めながら取り組みを継続していかなければならないと考える。残念なことに、その中でサッカー
による事故は年々減少しているものの 219 件とかなり多い。（種目別で２位）部活動等の競技人口が多
い点や小学校を中心に休憩時間等に多くの子どもたちがサッカーをしているという状況も考えられる
が、件数が多くなっているのは残念である。
事故発生時の内訳を見ると、運動部活動が最も多く半数以上となり、次いで体育授業中、休み時間、
ʤ݇ʥ
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学校行事・特別活動となっており部活動における事故が群を抜いて多いことが分かる。死亡・重障害な
どの重大事故の数でも部活動中が多く、体育の授業中を大きく上回っている。学校におけるサッカーの
事故を減らすためには、授業や行事を中心とした学校の教育課程ばかりでなく、部活動での活動内容に
ついて見直す必要がある。部活動でのサッカーの行い方、環境のあり方などハード、ソフト両面から検
討していかなければならないと考える。
Ⅲ．サッカーに関する事故原因
サッカーで事故が起こる原因をその発生要因から分類すると、主なものは以下のようになる
（１）主体の要因
衝突による事故（身体同士、ボール）、アレルギー
（２）環境の要因
熱中症、落雷
（３）運動の要因
練習・ゲームの実施方法
（４）用具の要因
ゴールポスト、ボール
Ⅳ．JFA の安全に対する取り組み
JFA では、児童生徒を含め、すべてのプレーヤーに向けてサッカーを安全に楽しんでもらうために様々
な角度から事故に対する予防策・対応策を講じている。（研修会、パンフレット、HP 等）
（１）予防策として
①熱中症（https://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke̲guideline.pdf）
独自のガイドラインを作成し、大会・試合等の開催基準、運営方法を示した。（2016.3）
今年も猛暑が続いたため、試合時間を変更するなどの対応をしている。
②落雷（https://www.jfa.jp/about̲jfa/report/PDF/h20060413̲17̲01.pdf）
落雷事故の防止対策の指針を作成し、基準を示した。（2006.4）
③アレルギー対策（http://www.jfa.jp/football̲family/medical/a05.html）
④体調管理や成長障害（http://www.jfa.jp/football̲family/medical/a08.html）
（２）対応策として
①応急処置（http://www.jfa.jp/football̲family/medical/a01.html）
② AED、一次救命処置
（３）学校体育へのアプローチ
学校で安全にサッカーをプレーし、事故を防止するためには、先生の存在は大きい。どのように授
業を展開し、部活動をどう行うか、安全を確保するかについて提言している。
①中学校部活動サッカー指導の手引きを作成（2018.7）
②小学校体育サポート事業として書籍発行、研修会実施（2013 〜）
③中学校体育授業に対する書籍発刊、研修会実施予定（2020.4）
Ⅴ．重大事故から学ぶ
（１）サッカーに関する重大事故
過去 10 年間におけるサッカーに関する重大事故は 30 件あり、そのうち 24 件が部活動時である。そ
の他、体育の授業中３件、学校行事３件となっている。その原因には、心疾患突然死、ゴール転倒に
よる窒息死、熱中症、中枢神経系突然死などがあげられる。その中でもゴール転倒による事故は防ぐ
ことのでき、危険が周知されているにも関わらず、繰り返されている事故である。近年でも平成 28 年
１月にも小学校４年生が体育の授業中にゴールにぶら下がりによるゴール転倒で尊い命を失っている。
（２）ゴール転倒を防ぐために
本事業では平成 29 年度に、
「ゴール等の転倒による事故防止対策」を課題としてワーキンググルー
プを設置して研究を行った。事故事例による分析からは、ゴール等は固定されていなければ、ぶら下
がることや強風によって容易に転倒してしまうこと、転倒の際には、頭蓋骨骨折が生じるほどの衝撃
力が発生することが確認された。
これらの検討に基づいて、①ぶら下がり、懸垂などの危険を伝え、危険行為を禁止していくこと、
②強風などに備え、ゴール等を重りなどで固定すること、③運搬の際には、十分な人数で教師の指導
の下、行うことを３つの提言として、冊子にまとめ、JSC の HP に掲載している。
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発表要旨
Ⅰ．学校管理下における水泳の意義
警察庁統計資料（令和１年６月 15 日発表）によれば、2018 年は発生件数 1,356 件、水難者数 1,529 人、
死者、行方不明者 692 人となっている。このうち、子供（中学生以下）の発生件数は、133 件、死者・
行方不明者 22 人となっている。過去 10 年間の水難事故状況では、発生件数 -12%, 水難者 -19.7% と減少
傾向がみられるとしている。
発生場所（死者・行方不明者）別にみると、海での事故 371 人（53.6％）、河川における事故 197 人（28.5
％）と高く、中でも、中学生以下の年齢の死亡事故は、河川で 10 人（45.5%）が最も多いという事態が
報告されている。
本パネルディスカッションは、学校管理下（体育活動中）における水泳事故（溺水）を防ぐことがね
らいであるが、学校体育においては、生涯にわたる豊かなスポーツライフの継続する資質・能力の育成
が目指されており、小中高 12 年間の学校教育活動を通して、水辺における危機回避のために有用とな
る水慣れや基本的な泳法の獲得、水中で起こりえる事故等の健康・安全の知識や技能を身に付けていく
経験をすることが、学校外での水辺における自然体験活動や将来における家族でのレジャー等の機会に
おける水難事故防止の観点からも極めて重要であることをまず確認したい。
水泳の授業をはじめとした泳ぐ経験は、諸外国における過去の様々な水難事故を教訓として多くの
国々で教育課程に位置づけられてきた。すべての身体活動は危険が伴うリスクが内在しているものと言
えるが、教育として取り上げる場合、重篤な事故がゼロとならなければ教材としての適切性に欠けるこ
とは言うまでもない。事故は万全の体制を整えた中でも起こりえるものであり、必ず原因が存在すると
言える。運動に関わる指導者は、事故事例から学び、学習者への健康・安全の確保に努めることが責務
である。
Ⅱ．学校管理下（体育活動中）における水泳事故（溺水）の実態と対策
主催である（独）日本スポーツ振興センター『学校の管理下の災害［平成 30 年版］』（平成 29 年度給
付対象）のデータをみると、学校管理下（体育活動中）における死亡事故は、小学校０件（総数８件）、
中学校６件（体育持久走１件、部活動 ; サッカー、テニス、野球２件、バスケットボール）
、高校・高
専８件（部活動８件）である。障害事故の件数をみると、体育・保健体育 75 件（前年 61 件）、体育的
行事６件（前年 12 件）、体育的活動・運動部活動 159 件（前年 183 件）であり、学校別でみると、小学
校 27 件（前年 10 件）、中学校 81 件（前年 94 件）、高等学校・高専 129 件（前年 150 件）
、特別支援学
校６件（前年２件）という内訳であり、校種が上がるにつれ発生数は増加している。なお、水泳事故は、
体育・保健体育で２件（前年２件）、部活動で３件（前年３件）発生している。
体育活動中における死亡を含む重大事故（溺水）に着目すると、平成 10 年度から 28 年度の間に「死
亡・障害事故」は 792 件発生しており、その内、溺水の「死亡・重障害（１級〜３級）」は 45 件である。
校種別にみると、小学校は１学年当たり 3.8 人、中学は２人、高校は 5.3 人であり、高校で高い傾向が
みられる。
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これまで、スポーツ庁（当時の文部科学省含む）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防止について、事故防止に向けた通知を行ってお
り、学校管理下における排（環）水口に係る死亡事故は、平成 19 年度以降は発生していない。（JSC）
しかしながら、２. スタート（飛び込み）事故については、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。
（日本スポーツ振興セン
ター）など、平成 20、21 年度改訂の現行学習指導要領において、小学校「水中からのスタートを指導
するものとする。」中学校「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。」
高校「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に確保する。」との記述を
新たに示しているが、依然として事故が発生している。
また、
（３）無理な息こらえ等による事故防止については、
『水泳指導の手引（二訂版）
』（平成 16 年
文科省）で示されているように、ノーパニック症候群の危険性防止に向けて、児童・生徒へ無理な息こ
らえは、
「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。」こと（H13.3.26 大阪地裁判決文）について、周知徹底する必要がある。
Ⅲ．学校管理下（体育活動中）における水泳事故（溺水）をなくすための方策
平成 29 年に告示された学習指導要領においては、主体的で協働的な深い学びの実現やカリキュラム・
マネジメントの視点からの教育の見直しが求められている。
例えば、体育科・保健体育では、保健での学習成果と体育の学習成果のつながりをとらえた授業の充
実の視点がある。保健においては、校種による内容の示し方は異なるが、事故や怪我の防止では、事故
や怪我は、人的（主体）要因と環境的（用具・施設や自然環境の変化などの外的）要因から起こる可能
性があることを学んでいる。水泳のオリエンテーションの際に、飛び込みや無理な息こらえが、重篤な
事故につながる危険性があるこという事例を理解させ、これらの予防のための方策を児童・生徒が活動
する際の約束としてグループやペアで提案させるという思考・判断・表現の機会を設けるなどの工夫も
考えられる。また、環境的要因については、単元のおわりの際に、夏休み中の海や河川では、海におい
ては引き潮や潮流という環境リスクがあることを、河川においては、川の流れは足場の悪い状況では、
浅瀬でも溺水事故が起きるというリスクについて予測させ、未然に防ぐための方法を検討してみること
などの活動を取り入れることは、保健の学習の有用性の理解にも有効であると考えられる。
また、高等学校段階では、「水泳大会や学校外での水辺活動、卒業後の水辺活動の場面で健康で安全
に楽しむためのポイントを考えてみよう」といった視点で事前の対策、事故時の対応、事故後の対応な
どの視点と人的要因、環境要因の視点からマトリックスを作成してみるなどの活動を取り入れ、その際
に怪我の防止や応急手当の学習成果を生かして思考させる学習も有効と考えられる。
こうした保健の学習成果を体育の学習で意識したり、体育の学習成果を保健で意識したりするという
視点は、スポーツ活動全体に当てはまることからも、球技や長距離走などの様々なスポーツの具体的な
場面や体育的行事におけるルールづくりの機会などに活用することで健康・安全が一層確保されるもの
と考えられる。
特に体育及び体育的活動の指導者全体が事故事例や事故防止の基本原則を徹底するということが指導
の充実のすべてと考えるのではなく、主体的で協働的な深い学びの実現として、児童・生徒自らがルー
ルづくりに参画する機会を設けたり、ヒヤリハット体験から自身の危険につながる行動を修正したりす
るなどの機会を設けることや、仲間の見本となる良い行動事例を生徒自身が発見し発表を通して共有す
るという機会の充実を図ることなどは、指導者が介在できない将来の場面においてもリスクからの回避
行動がとれる資質・能力の育成につながるものと考えられる。これらの具体的な指導を推進するために
も、年間指導計画や単元計画等のカリキュラム・マネジメントが重要となってくると考えられる。
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