パネルディスカッション

横浜会場
令和元年 11 月５日（火）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 北野

孝一氏

『学校でのサッカーによる事故を防ぐために』
〈P.51 ／金沢会場参照〉

B 安井

利一氏

『学校での安全教育・安全管理を歯・口腔の外傷予防から考える』〈津会場共通〉

C 田中

英登氏

『スポーツ活動時の熱中症予防と発症時の対応』

D 望月

浩一郎氏

『スポ一ツ事故予防のための具体的ガイドライン』
〈鳥取会場共通〉

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 B

横浜会場

『学校での安全教育・安全管理を歯・口腔の
外傷予防から考える』
・明海大学

安井

利一

学長

・（一社）日本スポーツ歯科医学会

理事長

・（一社）日本臨床スポーツ医学会

理事

・日本スポーツ振興センタースポーツ事故防止対策協議会委員
・国立スポーツ科学センター非常勤医師
（略歴）
1997 年 7 月

明海大学歯学部教授・同大学院教授

2002 年 4 月

明海大学歯学部付属明海大学病院長

（2006 年 3 月まで）

2003 年 1 月

明海大学

歯学部長

（2008 年 3 月まで）

2006 年 4 月

明海大学

副学長

（2008 年 3 月まで）

2008 年 4 月

明海大学

学長

現在に至る

発表要旨
Ⅰ．学校安全とスポーツ外傷への取り組み
文部科学省は、平成 29 年３月に第２期「スポーツ基本計画」を公表した。第２期計画では、「スポー
ツ参画人口」を拡大し、
「一億総スポーツ社会」の実現に取り組む狙いが前面に出ているが、第１期「ス
ポーツ基本計画」
（平成 24 年３月）には「国及び地方公共団体は、学校の体育に関する活動を安心して
行うことができるよう、スポーツ医・科学を活用したスポーツ事故の防止及びスポーツ障害の予防・早
期発見に関する知識の普及啓発や、学校とスポーツドクター等地域の医療機関の専門家等との連携を促
進するとともに、安全性の向上や事故防止等についての教員等の研修の充実を図る。その際、マウスガ
ードの着用の効果等の普及啓発を図ることも考えられる。また、学校で保有しているスポーツ用具の定
期的な点検・適切な保管管理に関する啓発を図る。
」と記載されている。また、学校保健安全法第 26 条
には「学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害
行為、災害等（以下「事故等」という。）により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により
児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合（「危険等発生時」という。
）において適切に対処すること
ができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよ
う努めるものとする。
」と規定されている。学校において危険の防止は必要欠くべからざるものであり、
その基礎を培う力をどのようにして獲得するかは重要である。
（１）体育活動における傷害事故の傾向（日本スポーツ振興センター資料）
学校の管理下で 10 年間（平成 21 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、災害共済給付の障害見舞金（第１級〜第 14 級）を給付した事
例 1,601 例を分析した。
㸦㸧
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中3
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合計

眼の障害

19

47

69

42

111

112

41

441

歯牙障害

17

17

34

19

107

124

67

385

上肢下肢障害

23

29

31

24

32

30

20

189

醜状障害

42

26

27

19

20

30

21

185

精神神経

14

14

27

17

37

39

14

162

心機能

1

3

7

8

16

23

19

77

胸腹部臓器

3

7

4

4

14

20

16

68

その他

8

10

14

10

25

16

11

94

合計

127

153

213

143

362

394

209

1,601

体育活動における障害見舞金の給付状況においては、図表に示したように学年進行とともに給付者数
が増加する。中学生・高校生においては「眼の障害」が特徴的であるが、中学生から高校生になるにつ
れて増加してくるのが「歯牙障害」である。上記期間における「歯牙障害」による障害見舞金の給付率
は全体の 24.1％を占めている。
学校管理下における歯の障害の傾向については、近年、減少傾向になってきたと言われているが、歯
牙障害にかかわる障害見舞金の給付状況は障害全体の概ね 20％〜 30％という状況が続いている。また、
歯の外傷は圧倒的に前歯に集中していることから、高校生までの子どもたちが早期に前歯を失うことに
よる摂食機能、発音機能等の障害や審美性の低下などの心身に及ぼす影響は計り知れない。
（２）学校管理下における歯・口の外傷
学校管理下での歯・口の外傷の発生は、発達段階によって、その原因は区別できる。例えば、小学
校での外傷は廊下や階段での事故によるものが主であり、そのため生活安全指導が中心となる。中学
生では校内での外傷と課外指導での外傷が同程度となることからクラブ活動時の外傷予防が必要にな
る。特に歯・口の外傷ではバスケットボールに外傷が集中する特徴を持っている。高等学校においては、
まさに課外指導による外傷が中心となるので、クラブ活動における安全教育・安全管理の徹底を図る
べきである。
Ⅱ．スポーツ外傷への安全学習
スポーツによる外傷の予防には安全教育と安全管理の協調が必須である。生涯にわたっての安全意識
の保持のためには安全教育が有効であるが、スポーツにおいては、それぞれの競技でのリスク特性があ
ることから安全管理も重要な要素である。基本的には、最初に安全教育によってルールの理解等が必要
である。
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（１）安全教育のアプローチ
①ルールの理解及びフェアプレーの精神の育成
スポーツ安全の最初はルールをしっかりと理解し、身に付けることである。小学校時代は運動も遊
戯的な要素があるが、課外活動としてのスポーツを安全に行うには相手や審判を尊重し、フェアプレ
ーの精神で臨むことが必要である。
②技術の習得
幼少時から色々な身の動かし方を経験しておくことが外傷の防止に役立つと言われている。更に、
スポーツ外傷の予防のためには、正しい技術と危険な行為を理解し、普段の練習で徹底的に身に付け
ておくことが必要である。
③施設設備ならびに用具の管理
体育館の床やコートあるいはグラウンドの整備点検はスポーツに入る前に必ず実行するように指導
する。また、終了した際にも、掃除をしながら危険な箇所がないかどうかも点検する必要がある。
④予見学習
スポーツ外傷では、特徴的な外傷の発生状況があり、統計的にも状況設定が可能である。したがっ
て、どのような状況下で外傷が発生しているかを事例学習しておくことは予見性を高めるために有効
である。
⑤安全具の使用
歯・口腔の外傷予防にはマウスガードが有効である。特に、歯科医院で歯列模型から作製するカス
タムタイプマウスガードの有効性は高い。指導者に対しての啓発が必要である。
Ⅲ．安全管理とマウスガード（安全具）
マウスガードは「スポーツによって生ずる歯やその周囲の組織の外傷を予防したり、ダメージを軽く
したりする目的で、主に上の歯に装着する軟性樹脂でできた弾力性のある安全具」を意味する。
（１）マウスガードの種類
マウスガードは、その作製方法からマウスフォームドタイプとカスタムタイプの２種類がある。
①マウスフォームドタイプ
マウスフォームドタイプには作製方法の違いによって２種類がある。熱可塑性型は、熱湯に浸して
軟化した後に、冷水で手早く表面を冷やし、そのまま口の中で直接歯に圧接して作製するタイプであ
る。他方のシェルライナー型は、マウスフォームド型のように一度外側のシェルを口腔内に合わせた
後に、そのシェルの中に軟性樹脂を流し込み、再度、口腔内で圧接するタイプである。ただし、作製
は初心者では難しく、また違和感も強いので、歯科医師などの指導を受けるのが良い。
②カスタムタイプ
カスタムタイプは、歯科医師が歯列全体の印象をして作製した石膏模型を使用し、その模型に加熱
したマウスガードシートを形成器によって吸引圧接あるいは加圧圧接するものである。適合がよく、
違和感が少なく、呼吸の問題もなく、発音障害なども少ない。マウスガードは適切に調整されている
ことが必要であり、不適切なマウスガードは外傷予防効果も低くなり、顎関節や口腔粘膜などへの為
害性も考えられる。カスタムタイプのマウスガードは噛み合わせの関係などで１枚のシート（シング
ルシート）では咬合が確保できないような場合にも、シートを積層するラミネート法によって適切な
形態を付与することが可能である。
（２）マウスガードを装着する前の指導
マウスガ−ドは口腔内に装着する装置であるので、違和感を完全に取り去ることが難しい。マウス
ガードを装着するには、事前の保健指導がきわめて重要である。
①取り扱いについて
マウスガードは熱によって変形するので、高熱環境は避けるように指導する。また、使用後は、き
れいに清掃して、ケースに保存する。
②調整について
マウスガードは装着後に調整が必要である。装着後の１か月以内、３か月、６か月そして１年と定
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期的に調整し、また変形や破損のないことを確かめなければならない。
③装着に当たっての指導
装着する前に、次のようなポイントを押さえておく必要がある。
ア スポーツにより歯や口腔に外傷を受ける機会があり、場合によっては歯の喪失や顎骨の骨折ある
いは軟組織の障害をもたらす可能性が常に存在すること。
イ マウスガードを装着することで、その危険性を低下させることができること。
ウ マウスガードの装着により、嘔吐感、発音障害の発生することがあること。
エ 発音障害は、サ行、タ行、ラ行などで発生するが、ある程度は調整できること。
オ これらの違和感は、使用するなかで徐々に改善されること。
カ むし歯や歯周病は装着前に治療を完了しておくこと。
キ 定期的（１年に２回程度）にチェックをうけること。
ク 使用頻度、発育途上にある年齢かどうかなどの要因で作り替える期間が異なること。
（３）マウスガードの効果
日本スポーツ歯科医学会による疫学調査の結果によれば、カスタムタイプのマウスガードによる歯
および口唇・口腔粘膜等に対する外傷予防効果はオッズ比で 0.941（95％信頼区間：0.895-0.989）（ｐ＜
0.05）となり口腔外傷の予防効果は示されている。また、国際歯科連盟もマウスガード未装着の場合
には口腔外傷リスクが 1.6 − 1.9 倍高くなるとしている。脳震盪予防効果も推察される。
Ⅳ．学校安全と学習効果
スポーツ外傷が著しく増加する中学生や高校生に対しての安全意識を向上するにはどのような方法が
考えられるであろう。学習の方法としては、データ（エビデンス）の明示、外傷防止のための明確なプ
ロセスの明示、事故後の対処法が挙げられる。
マウスガードを教育材として展開した安全教育では、外傷に対する関心の向上や安全具に対する意識
の向上などがみられた。一方、具体的な学習材であるマウスガードの取り扱いの経験や作製の巧拙によ
って自他の安全に対する意識の差が認められた。
Ⅴ．まとめ
基本的な学校における外傷予防には、１次予防として情報提供による安全教育と安全具による安全管
理の向上、２次予防として主体や環境の要因に対する早期発見・早期予防や機能の喪失抑制が重要であ
る。
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パネルディスカッション C

横浜会場

『スポーツ活動時の熱中症予防と発症時の対応』
・横浜国立大学教育学部教授

田中

英登

・日本運動生理学会理事、日本生気象学会幹事（同学会熱中症予防
委員会副委員長）、NPO 法人 YNU スポーツアカデミー理事長 など

（略歴）
筑波大学体育専門学群卒業（1981 年）、筑波大学修士課程修了（1983 年）
大阪大学医学部助手（第２生理）温熱生理学、運動生理学を専門（1983 年〜 1990 年）
横浜国立大学教育学部助教授（1990 年〜 2004 年）、教授（2004 年〜）
日本体育協会（現日本スポーツ協会）熱中症予防プロジェクト研究委員（1998 年〜）
発表要旨
Ⅰ．熱中症発生の現状
1980 年代以降、熱中症の死亡者数、発症者数は増加傾向にある。学校管理下において、ここ数年は
毎年約５千件の搬送者となっている（図１）。この熱中症発生増加の原因は、地球温暖化現象・ヒート
アイランド現象などによる気温の上昇が間違いなく主因となっている。また、生活習慣の変化もその一
因となっている可能性も指摘されている。学校管理下の発生に関しては、課外活動時や運動会・体育祭・
運動競技会などの練習も含んだ学校行事の際に多発している。発生頻度（対人口１万人当たり）の多い
スポーツ種目としては、屋外スポーツではラグビー、野球・ソフトボール、陸上、サッカーなどが、ま
た屋内スポーツでは柔剣道、バレーボール、バスケットボールが多発している（図２）。








（図１）熱中症による医療費給付件数の推移
（日本スポーツ振興センター平成 26 年『体育活動における熱中症予防調査研究報告書 』及び
『学校の管理下の災害 』より作成 ）
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（図２）スポーツ種目別熱中症発生頻度（スポーツ人口対１万人）
（日本スポーツ振興センター 平成 26 年『体育活動における熱中症予防調査研究報告書』より作成）

Ⅱ．熱中症の原因
熱中症は暑熱障害の総称である。特に運動時の熱中症発生は以下の過程で生じる。①高温で、かつ長
時間の運動負荷時。これにより、体温が上昇方向に転じ、体温を一定範囲内に維持するために皮膚血管
拡張や発汗などの熱放散反応を起こす。②発汗により体水分の減少（脱水）が起こると、熱中症の一分
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類である熱疲労の状態となり、いわゆる体調不良の状態となる。この段階は非常に軽度〜中等度の症状
が示される。また、汗に含まれる塩分（Na）が多量に放出されると脱塩（Na 不足）が生じ、それに伴
い局部的な痛みを伴った痙攣症状が起こる。これを熱痙攣と呼ぶ。高温環境での運動や脱水が起こると、
血圧の一過性低下が起こりやすくなり、脳血流が維持できなくなるため熱失神の症状が出る。③以上の
３つの症状がさらに重症化することにより、体温が 40℃以上を示す死のリスクが高い熱射病となる。
Ⅲ．熱中症の予防
（１）熱中症の予防１（環境条件を知る）
熱中症の予防として、先ずは運動や活動を実施する場所の環境条件を確認し、それに応じて活動内
容などを決めることが大切である。体にかかる温熱環境主要因として、気温、湿度、輻射熱、気流の
４つが挙げられる。湿度は高温環境における唯一の自律性熱放散手段である汗の熱放散効果に大きく
影響する。気流の有無もこの汗の蒸発効率に大きく影響する。また、輻射熱（日射など）の大小も温
熱負荷量を大きく変える。よって、気温一要因だけでなく、熱中症予防としてこの４因子を確認する
ことが必要で、これらの４因子を含めた温度指標として WBGT（暑さ指数）が取り入れられている。日
本スポーツ協会の「運動時の熱中症予防運動指針」を参考に、対応することが望まれる。
（２）熱中症の予防２（高体温の予防）
熱中症発生の体の変化として、過度の体温上昇（高体温）、一過性血圧低下が挙げられる。そのため、
運動時などの高体温・一過性血圧低下を避けるため、体の冷却（体冷却）が予防として効果がある。
冷却法として、冷たい濡れタオルで体を拭く、脇下・頸部などに氷嚢などを当てる、足部・手部など
を 10 〜 20℃の冷水に浸けるなどが効果的である。
（３）熱中症の予防３（脱水・脱塩の予防）
体温を下げるため発汗が有効であるが、発汗により体内の成分である水、塩分（Na）も体外に放出
されてしまうため、失われた分の補充がないと熱中症を発症してしまう。体重の２％以上の脱水にな
ると、体の異常が生じると言われているので、２％以上の脱水にならないよう水分補給が必要となる。
また、Na の補給については、発汗初期は汗中に Na は多く含まれていないため、初めから Na 補給を考
えなくてもよく、活動が長時間で多量の発汗が生じている場合には、Na も補給することが必要になる。
また、当日の朝食や昼食などを欠食すると、食事による水分・塩分の補給がなく、脱水・脱塩になり
やすいため熱中症予防としての食事の重要性を意識したい。
Ⅳ．熱中症救急対応
熱中症発症時の対応としては、以下の熱中症分類によって基本行う。多量発汗による脱水に伴う循環
血液量の減少や急激な外気温変化（冷房の効いた建物から温度差 10 度以上ある屋外に出た時）などに
より、一過性の血圧低下が生じ、脳血流量が低下することによる「熱失神」が生じた場合には、一時的
に涼しい場所で座位などで休み、水分補給とともに体を冷たいタオルなどで冷やすことである程度回復
が見込まれる。発汗による脱塩（Na 不足）が進んだ場合には、局部的な強い痛みを伴う「熱痙攣」が
起こる。熱痙攣の処置は、塩分を補給することで、時間がたてば治る。暑い環境下での痙攣時には、先
ずは熱痙攣を疑って塩分補給をする。脱水や体温がある程度高い状態で起こる「熱疲労」は、初期症状
としては所謂、体調が悪い（集中力がない、だるい、疲れる、
）状態であるため、その段階で活動を中
断し、涼しい場所で水分補給と体冷却を行うことが必要である。この状態に気がつかなかったり、無理
をすることで重症度の高い「熱射病」に移行する。スポーツ活動時には、熱疲労の初期段階から短時間
で熱射病に移行する場合もあるため、注意が必要である。熱射病の特徴は、体温が 40℃以上と非常に
高くなっており、体温調節機能の破綻、例えば高体温なのに発汗が起こらなくなる、も起こっている可
能性がある。この状態は大変危険な状態となっており、一刻も早く体温を 40℃以下に下げることが必
要である。救急医療機関に通報するとともに、体冷却を実施する。体温を急速に下げる最も効果的な方
法は、体全体を 20℃以下の水風呂に浸けることであるが、水風呂が用意できない場合には、ホースで
体全体に水をかけるなど、現場で可能な体冷却を行う。
＜参考資料＞
（１） 日本スポーツ振興センター学校安全 Web 災害共済給付の状況等について
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen̲school/tabid/80/Default.aspx
（２） 日本スポーツ協会スポーツ活動時の熱中症予防ガイドブック 2019 年５月
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発表要旨
学校における運動・スポーツ活動中の事故を予防するには、教育行政と学校とがそれぞれの役割を果
たすことが期待されている。日本の教員は、他の国々の教員との比較においても、長時間過密な業務を
遂行しているとされているのであり、この現状をさらに悪化させることがないように、事故の予防の点
で教員に期待される役割は合理的に整理される必要があり、教育行政がより多くの役割を果たすことが
求められているが、現状は必ずしも十分とは言いがたい。
強い風が吹くとさまざまな事故が起こる｡ 2004 年１月 13 日､ 静岡県の中学校で､ ３年の男子生徒が
突風で倒れてきたサッカーゴールの下敷きになり､ 頭を強く打って死亡した｡ さらにその５日後の１月
18 日､ 同校の校長が､ 自宅で自殺をするという悲しい結末となった｡
文部科学省は､ 2009 年３月には､ ｢学校施設における事故防止の留意点について｣ を公表した｡ この
中には､ ｢移動式のサッカーゴール､ バスケットボールゴール等による事故が発生しないよう､ 固定方
法等に配慮することが重要である｡｣､ ｢杭等により固定したり､ 十分な重さと数の砂袋等で安定させた
りする等､ 転倒防止のため配慮することが重要である｡｣（63 頁）と記載されている｡ この指摘自体は
正しいが、「それではどうしたらよいの？」という疑問に対する答えにはなっていない。
市販のサッカーゴール（様々なモデルがあるが、一般的なものでもアルミ製で 170kg 前後、鉄製では
300kg 超の重量のものもある。
）の場合に、転倒事故を予防するために必要な ｢十分な重さと数の砂袋
等｣ の総重量は？強い風の時には､ さらに砂袋を増加すべきなのか？ゴールの重量以外に、構造にも配
慮は必要？これらの現場の指導者からの質問に、エビデンス（根拠）を示して､ 答えられる教育行政関
係者はいない。理由は明らか。だれもこの問に答えられるエビデンス（根拠）をもっていないから。
サッカーゴールの素材は多くは鉄かアルミニウム。高さと横幅は、国際サッカー連盟の規則にしたが
って８ft（約 2.44m）と８yd（約 7.32m）が多いが、奥行きは、様々。私たちの川崎市及び八王子市の
中学校の実態調査では、奥行きは 0.77m から 3.35m まで様々だった。
子どもがサッカーゴールにぶら下がって前後に揺らしたことにより加わる力を計測するために国立研
究開発法人産業技術総合研究所に実験を依頼したところ、中学生が一人で揺らしても前方に加わる力は
40kgf を上回った。
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仮に、ゴールの下部底ポストに砂袋を置いて転倒を防ごうとすると、砂袋とゴールの自重の合計が
50kg の場合には、上部ポストに加わる水平方向に加わる力（風により、あるいは、子どもがサッカー
ゴールにぶら下がって前後に揺らしたことにより加わる力）は、16.0kg（奥行き 0.77m）〜 69.8kg（奥
行き 3.35m）で前方に倒れ出すことになる。奥行きの差でこれだけの違いが生じる。ゴールの構造（特
に奥行き）と重量を知らないで、事故を予防することはできない。
30kg × 1m = F × 2.5m
F = 30kg × 1m ÷ 2.5m = 12kg

高さ
（ポストの間隔）2.44m

1m

2.5m

M

F
L

横幅（ポストの間隔）7.32m

30㎏

サッカーゴールを固定する砂袋と
水平方向の力（梃子の原理）
下底部ポスト
奥行き
自重+砂袋重量
0.77m
50.0kg
3.35m
50.0kg

高さ
2.4m
2.4m

上部ポスト
水平方向に加わる力
16.0kg
69.8kg

転倒を防ぐために、ゴールの下部底ポストに置くべき砂袋の重量を、教員の責任で考えさせることは、
教員に過重な作業を強いることになる。安全な施設を提供することは教育行政の責務であり、個々の学
校や教員の役割とするよりはるかに効率的な予防措置が講じることができる。
教育行政が個々の学校に対して、「安全に注意しよう。
」と通達を出すことは、学校スポーツ事故予防
にとって無意味である。子どもと教員の側に立った事故の予防措置を講じることが重要である。
同じように､ ｢学校施設における事故防止の留意点について｣ では､ ｢サッカーゴール等重量のある移
動式の器具の移動時における事故を防止するため､ 教員等が指導した上で､ 安全に移動させることが
可能な人数を集めることや､ 経路の安全性を事前に確認する等､ 配慮することが有効である｡｣（63 頁）
としている｡ 静岡の死亡事故のサッカーゴールは鉄製で 345kg であった。このサッカーゴールを移動さ
せるためには､ 中学校３年生男子ならば何人が必要なのか？どのように人を配置して移動させることが
安全なのか？どのような向きでゴールを持てば安全なのか？
これらの点についても私は答えを持っていない｡ ただし、こ
のサッカーゴールを中学３年生男子に仕事として運ぶ場合に
は、労働基準法の規制があり、年少者労働基準規則（1954（昭
和 29）年労働省令第 13 号）により右の表のとおりの規制があり、
断続作業として行う場合であっても 15kg 未満でなければなら
ないので、23 人（345kg/15kg）では、違法になってしまうと
いうことは指摘できる。

重量物取り扱い作業

年齢及び性
満16歳未満
満16歳以上
満18才未満

断続作業 継続作業
女

12kg

8kg

男

15kg

10kg

女

25kg

15kg

男

30kg

20kg

安全対策は､ ｢安全に注意しよう｣ では､ 行動規範としては不明確で意味がない｡ 具体的で明確な行
動規範を決めなければ､ 科学にならない｡ 教育行政は､ 事故を予防するための「指導及び助言」をする
ことは可能であるし、これを行うことは責務である。教育行政が、事故を予防するために必要な、科学
的根拠に基づいたデータを提供し、学校が容易に適切な判断をできる環境を整えることが求められてい
る。
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