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Ⅲ	 セミナー参加者との質疑応答	 
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Q1 ＡＥＤのレンタル費用、会社について教えてほしい。 

 AED の詳しい値段は不明だが、公共の施設はほとんど設置されている。一般的な製品でレンタルの制度

もあるはずなので、調べていただくことは可能だと思う。 

Q2 当校では、救急隊を待つ間の教員の対応について定期的に研修を行っている。また、保健体育

の授業ではＡＥＤの使い方や胸骨圧迫の方法など消防ＯＢの方にも協力してもらい、実技トレー

ニングを実施している。しかし、技術や知識を身につけても実際の現場に遭遇することはあまり

なく実行するのも難しいと思われるが、中学生への指導のポイントがあれば教えて欲しい。 

 ・中高生にはフレッシュな話としてインプットされ、実は大人よりも真剣に話を聞いてくれる。社会の一員で

あるという意識も芽生え、命の大切さを知ることも出来る。可能であれば、高校生や中学生まで学ぶ機会

を増やせると良いと思っている。実例としては、大学で救命救急に関する部活動もあるが、現場では実際

には難しかったという意見もある。技術や知識を身につけても、精神的にプレッシャーを感じてしまう子供

も少なくない。「こうしなければならない」という指導はしないでいただきたい。一般の人でも、蘇生行為を

したことにより逆に悪い結果になったらどうしようと考える人も多い。日本では、まだ法整備が十分でなく、

その処置を巡って係争になりかねないという問題もある。救命措置を覚えた子供が、家庭で「家で何か起

きたときにどうするか」などの会話が出来れば、意義のあることだと思う。 

Q3 スポーツ事故を防ぐために本校でもＡＥＤ講習などを行っているが、実際にその現場に遭遇した

場合に、本当にこの処置で良いのかと若干の迷いがあると思う。例えば応急処置をしている時

に重大な過失へと繋がってしまった場合の責任等について、判例などがあれば教えて欲しい。 

 ・善きサマリア人の法というものがある。日本の法律で言うと緊急事務管理にあたる。事務管理とは、身近

な例でいうと急に夕立が降ってきた時、向かいの住人が布団を干しており、このままだと濡れてしまうとい

う状況で勝手にその家に入るのはいけないことだが、おそらくその場に居たらＯＫと言ってくれるでしょう。

というところが事務管理である。緊急事務管理は人の生死に関わる場合と考えて欲しい。そういう場合に

ついての重大な過失というのは、医師でない一般の方々が善意でやっていることについては基本的には

責任が問われる余地はほとんどないと思われる。 

Q4 実際にまだＡＥＤを使用する場面に遭遇したことはないが、死戦期呼吸について教えていただき

たい。 

 ・下顎呼吸とも言い、顎を上げてしゃくりあげるような呼吸が死戦期呼吸であり、非常に重篤な状態であ

る。ただ全員がその状態になるかというとそうではなく、呼吸が止まったままということもある。なので、普通

の呼吸をしていないというのが第一であって、死戦期呼吸があろうがなかろうが呼吸をしていないというと

ころを第一に判断して欲しい。 

Q5 以前学校で窒息により倒れた生徒がいた。応急処置により窒息が収まったため、AED を装着し

なかったが、駆け付けた救急隊から心電図等の記録が残るため AED を装着するように指導を

いただいた。AED を装着する正しいタイミングについて教えてほしい。 

 ・原因に関わらず、反応がない（わからない）・呼吸がない（わからない）という状態であればすぐに AED を

装着するべきである。AED は電気ショックを与える機械であると同時に診断の機械でもある。コストの問題

はあると思うが迷った場合は AED を使用するようにしてほしい。さいたま市では行政から AED をすぐに使

用するように指示を出した結果、使用率が格段に高まった。 

Q6 胸骨圧迫により骨折してしまうという話を聞いたことがある。胸骨圧迫による骨折の程度とその

影響（内臓損傷等）について教えてほしい。 

 ・医療現場での経験からいうと、胸骨圧迫で骨折することは確かにある。しかし、仮に骨折があったとして

も、内臓損傷等の重篤な合併症が起きる可能性はほぼ無いため、臆せず胸骨圧迫を行ってほしい。重

要なのは骨折を防ぐことよりも心臓を動かすことである。胸骨圧迫のポイントとしては、胸の中心部分を圧

迫すること（中心からずれると肋骨骨折につながりやすい）が挙げられる。また、若い方の骨は弾力があり

折れにくいため、その点からも骨折を気にせずに胸骨圧迫を行うべきである。 

Q7 雑踏の中で AED の電気ショックのボタンを押せなかったという話があったが、倒れている方に

人が触れた状態で電気ショックを行った場合、感電するリスクはあるのか。 
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 ・感電する可能性はあるので気を付けるべきである。アメリカ等では診断から電気ショックまで全自動で行

う AED が流通しているが、これは、電気ショックを行う際は倒れている方に触れてはいけないという共通認

識に基づくものである。こうした共通認識を持つことが今後必要になる。 

Q8 以前、体育大会時に観覧に来ていた年配の方が倒れて AED を使用したことがあった。その際、

周囲の音が大きく、AED の音声を聞き取ることが難しかった。今後 AED の音量が大きくなること

はないのか。 

 ・AED のメーカーに現場の意見として伝えておく。音量の問題を含め、全体的に AED 使用の流れをシン

プルにする必要がある。具体的には表現の問題があり、改善されてきてはいるが、専門用語（CPR 等）を

使用しているものがあったり、「人工呼吸を開始してください」等の難しい指示を出すものがあったりする。

また、障害者が使用できるようにユニバーサルデザインの AED を作る必要性も出てきている。 

・聴覚障害者の意見としては、電気ショックが必要な場合、光の点滅で知らせるのが有用ではないかとい

うものがあった。視覚的に分かるものを作ることに関しては難しくないと感じている。 

Q9 当大学にはスポーツ健康学科があり、学生たちはシャトルランなどさまざまな負荷のかかるトレ

ーニングをしている。発表の中で突然死に関する話もあったが、実際に心疾患を持っている学

生もいるので、指導する先生から学生の健康情報を開示して欲しいと要望がある。大学におい

ては、学生の健康情報についてどのようなシステムを作ればよいのかアドバイスが欲しい。 

 ・学校保健安全法の中で心電図検査が義務付けられているのは高校一年生までであり、大学生は対象

ではない。それを大学生にまで広げられるかというと医師の人数不足や予算など課題は多い。検査する

ことによるベネフィットがどれくらいあるのかという懸念もある。大学生の場合は部活動などでやりたい人が

やるものであり、中高生の授業のように強制的にスポーツをさせられるというものではない。大学生におい

ては日常的な運動負荷が少ない学生とスポーツをしている学生と二極化していると思われる。これらを考

えると、アスリートになりたい人に向けたスポーツドクター的な健診のほうが向いているのでは。高校生ま

でと同じような心電図健診がよいかどうかはわからない。 

・当大学では健康診断の情報など十分に共有されていないが、中学・高校などの健康管理指導表など本

人に言えば入手できるとは思う。学校体育の授業は無くても部活動のレベルが高いので、個別に健診ル

ールを作るのは良いことだと思うが、費用がかかる問題なので、自己負担か大学負担にするか考えなくて

はならない。 

・当大学は体育大学なので、一年時に全員が健康診断を受けており、大学の予算で全て賄っている。健

康管理センターには医師がおり、健診後の対応もしている。さまざまなリスクもあるので、一般の大学にお

いては全員やる必要があるのか考える必要がある。大学でスポーツをしていると脳震盪など深刻な状態

になる事も考えられる。スポーツドクターの活用や部活動に参加している生徒に向けては対応する必要

はあると思う。大学スポーツにおいては、日本版ＮＣＡＡを作る議論もなされているので、注目もしていると

ころである。 

Q10 心疾患のある生徒が日常生活の中で発症する場合として、３階が多いという発表があった。健

康診断などで心疾患があったことが判明した場合、教室の配置を配慮すべきなのか。 

 ・２階まで平気だが３階で持病が発生したということはあるが、対応については病状に応じて変わり、個人

差があるものである。学校生活管理指導表で心電図のＣ・Ｄ区分の生徒は強い負荷をかけることは避ける

必要がある子であるが、この区分の生徒は、クラスに１人あるいは学年に１～２人いるかどうかである。その

子のためだけに教室の配置を変えるというよりは、導線を考えて一気に３階に上がるようなことは止めると

いうような対応が現実的なのではないか。 

学校としては、その子や保護者への対応もあると思うが、学校全体の中で考えるべきことである。しかし、

気になる子がいれば保護者を通じて医師と話ができるか相談してもよいと思う。 

Q11 持久走の大会があり、大会の１週間前に健康チェックをしているが、確認すると、23 時～24 時

に児童が寝ている場合がある。そこにコメント入れる教員もいれば、入れない教員もいる。この

状態が続くと、児童もそういう健康管理でいいと思ってしまう。もっと危機管理意識を教員に持っ

て欲しい。 
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 ・養護教諭は健康管理の専門家であるから危機意識が高いと思う。ケガの予防にもつながらなくなってし

まうので、職員会議等を活用し、言いにくいことでも言うべきことは勇気を出して言うことが大事である。そ

の環境を作るのは管理職の仕事である。 

Q12 教職員用の心停止に対する応急手当のところで、気道確保と人工呼吸を優先とあるが、こちら

の理由や方法を教えていただきたい。 

 ・気道確保に特別なことは必要ないが、例えば仰向けにする時に首を横にすれば良いと思う。仰向けで

上を向かせると、舌根が下に落ちてしまって舌の奥が喉を塞いでしまうが、横に向かせることにより、多く

の方の場合は自然に気道確保ができる。 

Q13 学校の検診では見つからない原因不明の突然死については他人事ではないと思った。何かそ

の予兆や変化という部分に現場として気付けることがあれば教えて欲しい。 

 ・これは非常に難しいところで、子どもにとってはちょっとしたことが起きてもそれはそういうものだと思って

いる可能性があるため、ある程度以上の症状でないと、親御さん含めて学校関係者には分からないと思

う。仮に軽い症状が起きた場合で医療機関に行っても、心臓の病気なのにてんかんだと診断される子ど

ももいる。今日の説明にあった稀な事例は、皆さんが注意をはらったとしてもなかなか見つけることができ

るものではなく、そこまで考えた配慮の上で子どもたちを指導しなければならないというのは現実的に無

理なのではないかと考える。 

Q14 以前、柔道のランニング中に熱中症があった。柔道の練習は２～３時間の中で激しい運動は中

盤から後半にかけてある。休憩時間というのは、どれくらいとればよいか。高強度、低強度でど

の程度、一流の選手レベルと学校レベルの違いなど、強度によっての目安があれば教えていた

だきたい。 

 ・休憩時間については、データや目安がない。休憩時間中の災害については、環境や、運動の状況が

絡むため、一律に何分というのは、難しい。個人でも違うので、最終的には現場で指導している際に、ど

のくらいの運動量か、運動内容で、この程度の練習や頻度では休憩が必要であるか無いか。がわかって

くるのではないか。一般的には休むとなると５分から１０分になるのではないか。アメリカの運動指針では、

過酷な運動の際、運動した時間と同じくらいの時間休む必要があると示している。気温が３０度で体力が

ない人や、暑さに慣れていない人になると基準があると思うが、通常何度とかは示していない。 

・そう簡単に基準はない。個別に子供の状況を見ながら、「あれ？」と思うことがあればすぐに対処すること

が重要である。 

Q15 ＷＢＧＴが 31 度を超えると原則運動禁止になると思うが、小学校のプール開放においても 31 度

になると禁止になり、楽しみにしていても来てすぐ帰るというような状況があった。水の中であれ

ば体温は下がるし、上がってきて体を拭いたら気化熱で体温が下がる。プール中も適度に休憩

をとり、水分補給を行っている。環境要因のＷＢＧＴ31 度は、小学生のプール開放にでも適用さ

れるのか。 

 ・これはわからない。環境要因の基準は、陸上の実験で運動させたときの体温の変化等のデータをもとに

設定している。プールで泳いでいるときの外の環境の変化によるデータがないため、正しくは言えない。

確かに、水温が高くなければ体温は上がらないため、熱中症の危険は少ないとは思うが、運動すると体

内で熱が出れば汗が出て、水分が失われる。その点では休憩をとる必要がある。 

・経験値でしかないが、中学・高校での水泳練習ではドリンクを用意する。プールに入っている安心感か

らか、給水しない子がいるが、実際はものすごい体温が上がっている。水温が 30 度近い場合では、水の

中での具合が悪くなる子が出てくる。指導者側として、練習中にはドリンクを必ず用意し、休憩時間中に

必ず水分補給を行う。水の外に出して日陰で休ませえることを心掛けている。 

・ＷＢＧＴの基準には、水泳は入っていない。しかし、運動すると、当然水分が失われる。環境要因とし

て、熱中症になることもある。水泳をしていて熱中症で亡くなったこともある。何度という基準は直接的にな

いが、総合的に考えて基準を設定していることはよいのではないか。 

Q16 甲子園では、水分補給を徹底しているとの話だったが、それによってどのくらい熱中症が減った

のか。また、寝不足や体調不良の生徒に対しても、水分補給で熱中症を防ぐことが出来るのか。 
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 ・熱中症事故は依然としてゼロにはなっていない。重篤な事故には至ってないが、軽度の熱中症はまだ

多い。声かけを行うことで、自分の体調に意識を向けることにもつながっていると考える。炎天下の中大会

をやること自体疑問視する声もある。予選を行う 6.7 月にも、指導者全員で注意しなければならない。 

・朝食をとっていないときや、体調の悪いときには、スポーツをさせることは根本的な誤りである。運動の前

と後で体重をはかって管理をするなど、自分の健康管理は自分で行う自覚を持たせる。WGBT が 30℃を

超えると運動禁止になるが、それを守らず事故が起きた場合は、管理者が責任を取らなければならない。 

Q17 飛び込みが禁止ということで、飛び込み台と水面との距離、水深によって飛び込めるプールと

飛び込めないプールがあり、本校では飛び込めない。試合前になると、飛び込みは合同練習等

で練習しなければならない。以前中学生の大会で飛び込みの違反が多くあり、飛び込み禁止が

原因では、と思っていた。しかし、合同練習以外にどうもできないかと思っている。何かお考えが

あれば教えていただきたい。 

 ・飛び込みスタートは、上手な人になると、水深４０ｃｍでもできる人はいる。問題は、姿勢が重要。基本、

プールサイドや飛び込み台のあった場所からの飛び込みは一切禁止しても、水中の中での姿勢ストリー

ムラインをきっちりとできるよう指導していく。そのためには、プールフロアーによって子供の腰のあたりが

水の中に入る状態を作る。手首が下に向いていると床にぶつかるため、できるだけ手首を水平に保った

状態で、水の中でのイルカジャンプから初めて徐々に飛び込みへ近づけるというような練習を行う。 

Q18 水泳で息継ぎをすると、泳ぎの形が崩れるのでノーブレスクロールを教えている。無理せず苦し

くなったら立つように指導をしているが、限界まで頑張る子供がいる。息こらえの目安はどれくら

いか。 

 ・長く泳がせたいということで、息を止めさせることがある。泳ぐ前に、何度も深呼吸をさせると、二酸化炭

素濃度が高くなることがあるので注意が必要。 

・過換気をした後の潜水でノーパニックが起こることはあるが、ノーブレスでのノーパニックはあまりないと

思われる。潜ったままで泳いで、酸素が足りなくなっていることに気が付かず沈んでいくケースがある。 

・過換気状態で潜ることが危ない。リスクのある運動なので、正しい運動方法を行うようにしていただきた

い。 

Q19 サッカーゴールを頻繁に移動して活用しているが、その都度対策を立てているかといわれれ

ば、なかなか難しい。実例で対策があれば教えてほしい。 

 都内の学校ではサッカーゴールにラバーが巻いてあり、ポストに当ったときにケガをしないようになってい

る。競技ではだめであるが、学校の授業では巻いていてもいいのではないかと思う。 

Q20 今年のテーマの中でサッカーのゴールポストの固定について、今年色々な授業を見た中で感じ

たことがある。ソフトボールの授業をやってた場所の外野の真ん中にサッカーゴールが固定さ

れていた。外野フライを取る時にサッカーゴールを避けなければいけないので非常に危ないし、

それを見てヒヤヒヤしたことがある。サッカーはよいが他の競技をそのまま行うと、次の事故を

招く危険性がある。実際、固定するというのは最初の段階だと思うが、どこにどのように固定す

るといいのかが、中々現場の理解がうまく進んでないように感じた事があった。 

 ・個々別々に学校でどんなリスクがあるのかの判断をして、危険があれば当然、大変でも固定を外して移

動して倒しておく必要がある。年間計画の中で例えばサッカーはここからここまで行うから、そこは固定す

るけど、それ以外は外して全く危険のないところに倒して戻さないでおくなどの配慮等、工夫は色々でき

ると思う。 

Q21 ヘルメットをかぶっていても頭にボールが当たった際の競技続行の判断は、大会中なら専門の

医師に任せることが出来るが、普段の練習中はどのようにすればよいか。 

 ・脳振盪を起こしているかどうかが基本になる。日本臨床スポーツ医科学会に脳振盪の判断に関するガイ

ドラインが出ているので、それを参考にしてほしい。年齢が若いと、脳が揺さぶられやすく、脳振盪を起こ

しやすいので、“疑わしきはスポーツを止める”という判断でいてほしい。脳振盪の判断をする医師をチェ

ックする医師がいるなど、脳振盪に関するチェックが一番厳しいのは、ラグビーである。 

・大会中に接触事故が起きると、一回ベンチに戻して、医師が判断することになっているが、本人の感情

に判断を左右されないようにするべきである。 
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・救急搬送後、数時間たった後に具合が悪くなることもある。様子を見続けることが大切である。 

・サッカーやラグビーは、頭頚部外傷について審判が判断するようになっている。サッカー協会やラグビ

ー協会のウェブサイトもチェックしてほしい。 

Q22 脳震盪の受傷後、小学生や中学生の段階では、どのくらいのスパンを考えて通常のトレーニン

グとか授業に復帰させていけばよいか。もし、年齢的な違いがあれば教えて頂きたい。 

  ・細かく年齢に分けてのガイドラインは決まってない部分もあるかもしれない。症状があるかどうかというと

ころが非常に大事である。例えば頭痛や吐き気などが残っているような状態ではやはり復帰をすべきでは

ないと思う。病院に受診した時に最初に行う検査は頭部のＣＴスキャンである。これは、急性期の出血や、

頭蓋骨の骨折を検出するのには優れているし、簡便なので行うが、非常にわずかな出血などは検出でき

ないことがある。症状が続く時は、わずかな硬膜下血腫がある可能性があるので、症状を見て場合によっ

ては再受診をすることも大事だと思う。その際には、ＭＲＩ検査があり、わずかな出血も検出できる場合が

ある。そうなってくると復帰のタイミングというのはまた変わってくる。まずは生徒が通常の状態に戻ってい

るかどうか、そこから段階的に徐々にトレーニングを始めて最終的には試合形式の練習をして、症状が何

も出てこなければ、対外的な試合にも復帰できると思う。普段と比べてどうかというところに着目していただ

きたい。 

Q23 脳震盪について、実際に予防方法があまりないのでコンタクトプレーの際の正しい頚部の位置

の指導、頚部の筋力のトレーニングについて具体的なアドバイスを頂きたい。 

  ・専門外になるが、出来る事としては発生状況を知ってそれを避けるとか、ラフプレイを避ける、正しいコン

タクトを覚える事と、首の筋力強化をしていくしかないと思う。 

・ラグビーでの死亡事故の事例で、その子どもは何回も後頭部を打って転んでいた。審判も指導者の先

生も、それの状況を知っていたがずっと続けさせて、最後に倒れた時には手遅れという状況になってしま

った。激しく後頭部などを打った時にはすぐ一回目で休ませなさい、二回目からは重症になり得るのでど

んな大事な試合でもやめさせなさい。とあるラグビーの専門の先生が話されていたのを覚えている。 

Q24 サッカーのプレー中の災害で、頭部打撲、硬膜下血種など頭部外傷が多いように見受けられた

が、それらはプレー中の競り合いからの災害なのか、肘が当たったのか、ボールがぶつかった

のかなど、発生状況の内訳がわかれば教えて欲しい。また、小中高のヘディングの指導につい

てＪＦＡ（日本サッカー協会）の指針があれば教えて欲しい。 

  ・資料については、ＪＳＣデータより抽出したものであり、教育委員会では分析をしていない。 

・ヘディング指導において、明確な指針があるわけではない。審判のレギュレーションでは、頭部事故は

重大だと捉えており危険なプレーがあった場合は中止することが認められている。アメリカでは１２歳以下

はヘディング禁止とされていると聞いたことがある。ＪＦＡでは 10 歳を超えたあたりから、指導を始めてい

る。優しいボールで動き方や頭部の使う場所などを指導していく。また、回数も限定するなど気を付けな

ければならない。 

Q25 野球でのけがが多いことがわかり、中でもバッティング練習中の事故が多いのがわかるが、そ

の次に練習中のけがでわかるものがあれば教えてほしい。 

  本日、お配りした資料の P.13 に個々の具体的な例が載っているが、やはりバッティング練習中は複数で

行うと、あちこちからボールが飛んでくるので、ケガが多い。他には、指示徹底ができていないために起こ

る送球のミスが挙げられる。例えばゲッツーの練習で指示の意図とは別の位置に投げてしまう等がある。 

Q26 事例集を見て、体育祭の騎馬戦での事故が多いことが分かった。本校では、騎馬戦の一番上

の生徒は上半身裸で行っている。T シャツを着ていて引っ張られると落下する可能性があるの

で危ない。T シャツを着ていないと落下してしまったときにケガをする可能性があるので危ない。

どうすればいいか。 

 ・以前勤めていた男子校の工業高校では行っていた。小競り合いになると、教師が止めに入るようにして

いたが、転落事故があったので騎馬戦をやめた。 

・T シャツを脱ぐか脱がないかの問題ではなく、騎馬戦で起こる事故を考える必要がある。子供の体型や

競技のやり方を分析しないといけない。興奮状態になったり過剰な絡み合いになったりすることもあり、競

技全体を制限できなくなるなら、競技自体をやめないといけない。リスクを分析する必要がある。学校安全
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Web に「体育的行事における事故防止事例集」で組体操について掲載しているので参考にしていただき

たい。 

Q27 事前の質問で、高校野球の場合、連投というものをどう考えるのかという質問があったのでお

願いしたい。 

  ・高校野球の試合はトーナメントなので、後半は三連投、四連投になることもあるが、その試合で肘や肩

が壊れるという事はあまりない。むしろ日常の疲労の蓄積があれば当然ケガにつながるので、ノースロー

の日を間に入れて疲労を蓄積しないよう心がける必要がある。来年はすべての高校野球公式戦ではタイ

ブレイク制を導入する方針でいる。タイブレイクを導入する一番の理由は選手の健康管理なので、一般の

ファンの方も是非ご理解いただきたいと思う。 

Q28 養護教諭として、災害が起きた場合などすぐにメモをとって、時系列にまとめるようにしている。

発表の中にあった時系列の記録用紙は、どのようにすれば手に入るのか。サンプルがあれば

教えてほしい。 

  ・文部科学省のＨＰから「学校事故対応に関する指針」の中に掲載されており、ダウンロードできるのでご

活用いただきたい。 

Q29 柔道部の顧問をしているが、発表の中で、柔道はとても危険であるという印象を受けた。指導者

たちは安全対策を含めて努力しているが、このようなセミナーではそこには触れてもらえず、

「柔道は危険だ」というイメージが強すぎて競技の存続が危ぶまれている現状である。授業の武

道必修化から、岩手や山形では柔道の選択が 90％を超えているが、長野と愛知では実は 20％

に留まっている。これは、大きな事故があったという報道の影響が強いと思う。データを見ても、

柔道だけが危険なわけではないのに、取り組んでいることを触れてもらえない。このような場で

は、再発防止の取り組みについても紹介してもらいたい。 

  ・柔道だけが危険だと発表したつもりはないが、説明には気を付けなければならないと反省した。子供た

ちの安全を守るために、我々指導者が日々学んでいかなければならないということを伝えたかった。ケガ

等についてスポーツ自体が悪いわけではなく、環境や指導体制を整えていくことが大事であると考えてい

る。スポーツは楽しむものであり、それを広めていくためにも我々は頑張らなくてはならないと思っている。

いただいたご意見は大事に受け止め、県教委スポーツ課でも考えていきたい。 

・重大事故が一つでも起きると競技に対するマイナスイメージが強く残ってしまうが、柔道指導者側もエビ

デンスを出して対策をしておくことが大事だと思う。例えばＪＳＣの事故データ等資料から見えてくることが

ある。練習環境の改善によって事故発生も減少できるものであり、経験だけで語るのではなく、さまざまな

データを比べて具体的な対策を立てることが大事だと考える。 

・柔道だけが突出して危険だと発言したわけではない。データでこのようになっていると説明をした。柔道

連盟の事故防止の取り組みなどを紹介する機会もあり、その中では「反則技をせず、正しい柔道をすれ

ば事故は防げる。」という話もあった。実は、競技別でいうと野球がどのようなケガでも一番多い。競技人

口が多いということもあるが、高野連でもさまざまな取り組みをしているようである。柔道だけが危険だとい

う案内はしていないので、そこはご理解いただきたい。 

Q30 柔道の授業で生徒指導をする際に、事故を防ぐためには、受け身が大切という話だったが、投

げ技を行う際には、投げる側が、投げっぱなしではなく、きちんと引手を離さず引いて、投げら

れる側を守りながら投げる練習をしている、投げる側よりも受け身に重点を置いた指導がよい

のか教えて欲しい。 

 ・投げる側の指導も大事だが、まず、受け身の習得が大切である。投げ技は初心者同士を組ませること自

体危ないことだし、柔道の指導時間が十分にとれない学校もあると聞いている。したがって、授業に関し

ては、乱取りで実際に投げるというよりは、例えば大外刈りでいえば、足をかけたら、投げられる方は受け

身をとるといったイメージで、投げる側も投げられる側も形を覚えさせることが大事である。 

・競技スポーツの場合においては、勝たせたい、勝ちたいという意識があり、勝った後にガッツポーズし

て、倒れている相手側に配慮がないと柔道の指導者から聞いた。勝てば良いわけではない。相手を尊重

することが大切である。 

・学校現場では寝技、受け身から入り、立ち技まで段階的な指導を行っているが柔道関係の紙谷委員がセ
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ミナーで、投げる側は、崩して投げることが大事であり、崩さないで自分で突っ込んで無理やり投げてしまう

と相手側が頭を強打したり、頸髄損傷したりするなど非常にダメージが大きくなってしまうので、正しい柔道

が大事だと伝えている。 

Q31 あまり身に着けすぎてしまうとアメフトになってしまうかもしれないが、用具等でケガ等防止のた

めにラグビー界で行っている工夫があれば教えて欲しい。 

  ・日本ラグビーフットボール協会だけではなく、ワールドラグビーでも色々な工夫をしている。アメリカンフッ

トボールのように防具で固められてしまうと、自分の生理的限界以上の力が発揮されてより重大なインシ

デント、事故が起こりやすくなるということで、今のところはあえて肩パッド程度に抑えましょうということなっ

ている。 

Q32 歯のケガ防止には、マウスガードが効果的である。バスケットボール競技中の歯のケガが多い

が、どの学年から、どのようにマウスガードを装着させた方がいいか。 

  ・マウスガードは、安全具であって、年齢は関係ないので、意思があればいつからとは問わず装着して欲

しい。学校安全 Web の統計情報でも分かるように、歯・口のケガは中学生から多くなっている。中学校の

バスケットボール部でのマウスガード装着は、優先順位が高い。マウスガードは、安全対策としての意識

付けとして使うのが良い。 

・マウスガードを、小さい頃から着けるだけでは安全というわけではないので、学校の活動で何かがぶつ

かってこないようにするとか、グラウンド整備をするとか環境を安全に保つことが大切である。学校歯科医

から指導していただくようにする。 

・競技の初心者と上級者で意識や動きが違う。マウスガードで全てのケガが防げるわけではない。 

Q33 マウスガードを使用すると、接触相手のけがを防ぐこともできるのか。また、歯の保存液の代用

品として使用される牛乳は、味付きのもののほうが良いのか。 

  ・マウスガードは相手のけがを防ぐこともできる。牛乳に関しては味のついていない、普通のものを使用す

るようにしてほしい。 

Q34 スポーツドリンクで虫歯になりやすいということが気になっている。予防策はあるか。 

  ・スポーツとスポーツドリンクの関係については、よく出てくる議論である。少しずつ何度も飲むことで虫歯

に影響を及ぼす。薄めて飲む等、飲み方の指導をするべきである。 

Q35 岡山県内の中学校で、外部指導員を派遣している例はあるか。 

  ・昨年度は、公立中学校に 52 名、今年度は現在までで 48 名派遣している。人選や、安全面、緊急時の

連絡体制に課題は残るが、教師の拘束時間短縮や違った立場からの指導を行うため、生徒にいい刺激

になるなどの成果もある。 

Q36 今年の春の甲子園、夏の甲子園でもマネージャーの練習参加が許可されたがマネージャーや

女子部員の練習参加等でのけがの例や状況について伺いたい。 

  ・女子マネージャーのけがはある。でも、女子だからけがしたというわけではないように思う。ノックの時の

補助に入る時にヘルメットをかぶっていない、どこからボールが飛んでくるかをちゃんと理解していない事

が一番多かったと思う。また監督の横で記録員でスコアブックをつけている時、打者席と距離が近いので

避けられない。そういうところで配慮がいると思う。 

Q37 小学生のサッカーチームに 100 人（４年生以上）ほど在籍している。現状指導者５人体制だが、

指導者を増やすべきか適当な人数を教えて欲しい。 

  ・指導者数は生徒の年齢によるが、低年齢は手厚くすべきである。ＪＦＡではキッズクラスには 10 人に１人

の割合で指導者がいる。小学６年生くらいだと生徒 20 人に対して指導者１人が標準的であり、生徒 100

人に対して指導者５人体制はギリギリで可能だが、20 人に２人いると指導がしやすいと思う。指導者が多

いに越したことはない。 

Q38 教員に必要な危険予測能力とはどのようなものか。また、同様の事故を減らすために必要なこ

とは何か。 

 ・管理職になってからも様々な対応経験をし、学ぶことも多かった。危険予測能力は経験することが大事

であるが、それでは事故はなくならない。研修会を開くなどして、まず先輩教員から危機管理意識を持っ

て体験談を伝え、共有し、後輩教員へ危険回避のアドバイスをしていくことが大切である。 
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・去年行ったから今年はいいだろうというマンネリズムや自分の学校では事故は起こらないだろうという偏

見はどの学校でも起こり得ることである。これらが発生しないようにしていくことが大事である。また、自分

の学校の事例だけでなく、他の学校の事例や過去の事例も含めて知って、問題点などを学んでいくことも

大切である。 

Q39 ラグビーにおける段階的競技復帰プログラムについて、このような素晴らしいプログラムはドク

ターの中ではどれくらい周知されているものなのか。また、こういった手厚いケアのプログラム

は他の競技種目でも存在しているのか。似たようなものがあるのかどうか教えて欲しい。 

  ・専門家養成プログラムというのをラグビー協会独自で行っており、脳神経外科の先生に講義をしていた

だき、最後に簡単な試験を受けてもらう。参加条件はドクターもしくは日本体育協会のトレーナーの資格

を持った人を対象にしている。日体協のホームページで案内しているが、年に３回ほど開催している中、

１回で 200 人くらいの方々に資格取得のために来ていただいている。こうした機会もありまだまだ途上で

はあるが、ラグビーに関わっているもしくはラグビーに興味があるという人たちにはかなり浸透してきている

と思っている。ただし、全くラグビーに関係がないような人たちには、突然医者の前でこれをやってくださ

いと渡しても、まだまだ理解がされていないというのが実情である。その辺りに 関しては私たちがこれか

ら広めていきたいと思う。他競技に関しては、私の方には情報が入ってこないが、国際スポーツ脳振盪会

議に参加した競技団体のＩＯＣ、ＦＩＦＡ、ラグビー協会、アイスホッケー協会などが脳振盪の危険性などを

提唱し、2011 年に少なくてもこれらの競技団体は 似たような取組みを行っている。 

Q40 高等学校のラグビーの試合ではヘッドキャップ着用が義務化されている一方、大学・社会人で

は義務化されていない。事故を未然に防ぐために、ヘッドキャップのような対策は積極的に行っ

た方が良いと考えているが、高等学校と大学・社会人でヘッドキャップ着用に関して基準に差が

あるのはなぜか。 

  ・ヘッドキャップを着用することで頭部外傷が防止できるという明確なデータが論文等で示されているわけ

ではない。しかし、高校生は成長段階にあるという観点から、着用していないよりは着用した方が良いとい

うことで義務化している状況である。明確な根拠がないため、大学・社会人では選手の判断で着用するこ

ととしている。統括団体であるワールドラグビーからは、19 歳未満と 19 歳以上の二つのカテゴリーに分け

て指示が出ている。19 歳未満の選手に対しては協会・機関がしっかりと事故防止をすること、19 歳以上の

選手に対しては選手個人が事故防止をするよう指導すること、という指示である。 

・今後根拠が示されれば、ヘッドキャップ着用が全カテゴリーで義務化される可能性はあると思う。 

Q41 学校が海に近いということもあり、生徒がよく海水浴や魚釣りに行っている。プールと海では水

の中の状況が大きく異なるため、学校でのプール授業では、水に入る前の準備運動の指導が

重要であると考えている。準備運動と主運動（水泳）では強度・刺激が異なってしまうという状況

があるが、この差を埋めていくために有用な指導方法等はあるか。 

  ・プールでの水泳の目的は泳法の獲得にあるため、環境の違いを実感させ事故防止につなげるには、体

育の授業にこだわらず特別活動等での体験が適していると思う。あえてプールでの体験を考えると、学習

を準備運動・主運動という切り口でとらえるのではなく、学習指導要領に示された内容を履修させた上

で、横泳ぎや古式泳法を紹介したり、水流を作ったプールの中での着衣での抵抗感を実感させる、ライフ

ジャケット着用時と非着用時のプールサイドへの脱出の疲労感を比較し、離岸流や複雑な流れに対応す

る際の心構えを持たせるなどの工夫が考えられる。 

Q42 けがをする子が多く、腕をついたら骨が折れた等、やっていくのが難しいと思っている。正しい

体の使い方をしたら出来ると感じた。基本的な運動経験がない子たちでも何かできないか。 

  大学の授業では体つくり運動の専門をやっている。今の子供たちは色々な特徴があるので、色々なレベ

ルのものをつくるのが大事。体つくりというと、筋肉とか強さを想像すると思う。筋力も大事だが柔軟性も大

事。持久力も体つくりで大切。足は二拍子、手は三拍子など複雑な運動をいれて、バランスよく身体を上

手に使うのに必要である。 

Q43 組体操を行うと、つま先のけがが多く、時には爪の剥離もある。組体操の季節だけ、はだしにな

って外で活動を行うのが良いのか。何か良いけがの防止策はないか。 

 ・石を踏むようなけがで切り傷を負うのとは違い、足の上に飛び降りてしまって、そのまま足を踏まれてけ
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がをすることもある。そういう時にはお互いのことを意識せずに、ただ乗るだけ、ただ降りるだけということを

やっていては良くない。お互い降りるときもちゃんと相手のことを意識していくという関係作りも必要。学校

によっては男子校の高校生は裸で組体操をする場合もある。昔からの流れとは思うが、夏に組体操をや

るとけっこう汗をかく。ちゃんと服を着させて行うのが良いと考える。裸足だけでなく衣服やすべらないよう

に注意を図ることが重要である。 

Q44 まだ教職経験３年目で経験が浅いが、今後もし高学年の児童を担当して組体操を指導すること

になった場合、小学校では筋トレをしないが、腹筋であったり体幹であったり、子供たちは備わ

っているのか。全体に対する指導として、どのようにすれば良いのか自信がない。 

  ・組体操のためだけでなく、持久力、筋力、柔軟性、バランス能力、器用な動きも全部必要。いろんなスポ

ーツの中で姿勢や運動中の体験で失敗を繰り返しながら動きを覚えていく。いろんな姿勢でたくさんの運

動をさせなければいけないが、組体操の練習というよりも、普段から今日行った組み運動をさせてみると

か、お互いいろいろ身体を固めてみるとか、「今日、ジャンプしてみよう」とか「四つん這いで飛んでみよう」

とか経験をたくさん上げることが、徐々に体づくりになっていくと思う。わずかな時間でやるのでなく、普段の

体育授業の中、身体づくりの中で、教えてあげることが大切だと思う。まだ経験が浅く自信がないとのことだ

が、５，６年生の担任になったときには、しっかりとご自身がどこまでできるか、また仲間のレベルを考えて、

全ての組体操をするのが難しいと判断したならば、できる範囲での指導をしていくことも重要と考える。 

Q45 大阪市では組体操の実施は学校裁量でとの通知が出ている。どの学校も保護者からの圧力が

強く、期待度が高い一方で、けがをした時に責任を求められる。教えていただいた安全配慮が

きちんとできた形のものを、校内に戻り校内研修を行う予定だが、万一、教えておただいた体操

の中で骨折等のけがが発生した場合、三宅先生ならどのような弁解（説明）をされるか教えてい

ただきたい。練習中に骨折する児童がいて、そうなると体育大会に出られない。保護者はけが

をするまでは、組体操の実施を喜んでいるが、けがをすると手のひらを返したように怒るケース

をよく目にする。 

  ・今日、先生方も改めて気づいたこともあるかと思うが、保護者もご自身が小学校のときに体験してから一

回もやったことがない。組体操がどれだけ楽しいのか難しいのかを知らない方々が、いろんな情報だけで

危険性を主張しているが、もっと良いものがたくさんあったときに、子供たちに「あれをやらせましょう」、「こ

れをやらせましょう」となった際に「良いものである」と教えてあげる必要があると思う。骨折のようなけがをさ

せてしまうときは、いろいろなアクシデントにより起こってしまうが、その時に子供がどう思ったかである。強

制的に難しいものをやらされたのか、一生懸命やりすぎてけがをしてしまったのか。「楽しかった。でもやっ

てみたけど、失敗して転んでしまった。怖かったけど」ということをしっかり思ってくれると、それが親にも伝

わると思う。保護者へ事前に組体操の良いところ、危ないところをきちんと説明することが大切である。 

 私もクラブで４段タワーを作ったり、宙返りをさせたりすることの顧問をしている。けがをさせたときに全員

がレギュラーであると、上に組み立てなくてもポーズを取ることにより作品に加わることができる。けがをし

たことをネガティブに考えず、みんなで一緒にどこまでできるかを可能な範囲でさせてあげると、参加でき

る場所を作る取り組みも大切である。 

Q46 運動器検診について、他の部活動生徒にも相談を受けるが、腰痛、腰椎分離症等の症状をより

早くわかり教えてあげるコツがあれば教えてほしい。 

  学校医の多くは、内科専門医であるため整形の判断は行い難い。保険調査でチェックがついているもの

は医療機関の受診を促すようにしている。そのため、定期健康診断の時期は春だけだが、運動部活動の

顧問や養護教諭には常日頃から子どもたちの様子を良く見てもらい、保険調査に書かれている項目でチ

ェックが付きそうなものについては、次年度に向けて情報収集してもらえるとありがたい。 

Q47 野球の事故がすごく多いと感じたが、先生自身が考えられる原因などがあればお聞かせ願いた

い。 

 ・野球の事故でいうと、これだけ事故が多いというのはそれだけ事故防止についてやりがいがあると思っ

ていただきたい。要するに未然に防げる事故、対処できる余地がまだまだあるということで、指導者におい

ては自分の経験だけで指導を行って欲しくないと思う。発想を変えて欲しい。 

Q48 ラグビー界でも競技人口を増やすための取組みがあれば教えていただきたい。 
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※会場における口頭でのやりとりをまとめたものです 

 ・競技人口についてはラグビー協会の中でも一番切実な問題となっている。ようやく小学校でタグラグビ

ーというものが導入され始め、ラグビーに接する機会が増えてきたものの、中学校でその指導が無くなっ

てしまっており、その流れのまま高校で再びラグビーをさせようとする保護者が自然と少なくなってきてい

る。ラグビーははっきり言えば危険なスポーツかもしれないが、その危険なスポーツの危険性を出来るだ

け除去するために、ラグビー協会の中に安全対策委員会、メディカル委員会の他、コーチング委員会や

普及育成委員会があり、正しい安全な指導法についてもどんどんホームページ等で流している。再来年

に開催される ラグビーワールドカップは一つの契機と思っており、競技人口を増やすため、危険というイ

メージを少しでも打破する活動に取り組んでいる。 

Q49 アナフィラキシーショックについてはエピペンで対処するが、食物誘発性アナフィラキシーショッ

クについての予防について、情報があれば教えてほしい。 

  ・発症してからでないと分からないので、予防は難しい。 

・比較的新しい現象なので、まだ明らかになっていないことが多い。発症があったときは速やかに受診さ

せる必要がある。 

Q50 様々な事例を紹介いただいたが、訴訟になった場合、具体的にどのような判決や結果に なっ

たかを教えて欲しい。 

  ・裁判では基本的にはやれないことをやれとまで言わない。知っていれば防止できたことを知らなかった

ところが問題となり、個人的に勉強をしなかったことで自分だけ知りませんでした、となると責任が発生す

る。判決も大体そのような点が重視される傾向にある。 

Q51 小中学校において発生する重大な事故に当たり、現場の立場としては、第三者行為について大

変頭を悩ませているところである。本日のスポーツ事故と直接関わりないが、学校の管理下にお

いて、相手のあるお子さんとのトラブルの時に、保護者の意図しないところで第三者行為なので

医療費の負担が 10 割になりますなどといった、必要のないところでトラブルに発展するような場

合がある。そういった時に何か折り合いをつけるようなことがあればアドバイスいただきたい。 

 ・最近ではそういったトラブルが増えている傾向にあり、子どもを被保険者にして加害行為を含めて、親の

責任が発生しないような保険が民間からいくつか出ている。災害共済給付制度の中身に関わってくること

なので、そういった事案が生じた時はセンターへ相談していただいた方が良い。 
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