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パネルディスカッション	 

島根会場	 
	 
	 

平成 30 年 11 月 21 日（水）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	 渡辺	 一郎氏	 

『ラグビー競技における重傷事故の傾向と防止策～特に頭頚部重障害事故に着目して～』	 

（宮崎会場共通）	 

B	 武者	 春樹氏	 

『学校スポーツでの突然死防止のための心臓検診と AED』	 

C	 森田	 仁氏	 

『学校における体育的活動中の事故防止について』	 

D	 望月	 浩一郎氏	 

『スポーツ事故予防のための具体的ガイドライン』（P.19／富山会場参照）	 

３.参加者との意見交換
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メモ	 

	 	 



 41	 

パネルディスカッションＡ	 島根会場	 

『ラグビー競技における重傷事故の傾向と防止策』	 

～特に頭頚部重障害事故に着目して～	 

渡辺	 一郎	 
・東京都市大学	 共通教育部	 教授	 

・（公財）日本ラグビーフットボール協会	 理事	 

（略歴）	 

2002 年	 ４月	 武蔵工業大学	 教授	 

2009 年	 ４月	 東京都市大学	 教授	 

2005 年	 10月	 （公財）日本ラグビーフットボール協会	 重症事故撲滅プロジェクト委員	 

2009 年	 ４月	 （公財）日本ラグビーフットボール協会	 安全対策委員長	 	 

2015 年	 ６月	 （公財）日本ラグビーフットボール協会	 理事	 

現在に至る	 

発表要旨	 

Ⅰ．学校でのラグビー事故の実態	 

平成10年度～平成29年度の間に発生した体育活動（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（第１級～第３級）を給付した事例	 

	 

（１）傷病別・年度別	 

	 	 H10	 H11	 H12	 H13	 H14	 H15	 H16	 H17	 H18	 H19	 

突然死等	 48	 44	 46	 28	 43	 33	 26	 33	 27	 17	 

脊髄損傷	 6	 8	 11	 8	 9	 9	 11	 7	 8	 6	 

頭部外傷	 10	 9	 10	 7	 6	 13	 3	 6	 5	 4	 

溺水	 3	 5	 8	 9	 4	 3	 2	 3	 1	 1	 

熱中症	 5	 4	 3	 2	 2	 5	 3	 0	 0	 3	 

その他	 2	 1	 3	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 

合計	 74	 71	 81	 55	 65	 64	 46	 51	 43	 32	 

	 

	 	 H20	 H21	 H22	 H23	 H24	 H25	 H26	 H27	 H28	 H29	 合計	 

突然死等	 15	 24	 16	 17	 8	 11	 11	 8	 9	 7	 471	 

脊髄損傷	 7	 7	 8	 3	 5	 1	 3	 5	 1	 0	 123	 

頭部外傷	 4	 10	 5	 7	 0	 3	 1	 1	 2	 0	 106	 

溺水	 0	 1	 2	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 45	 

熱中症	 2	 4	 1	 4	 3	 1	 0	 1	 1	 1	 45	 

その他	 2	 0	 0	 3	 1	 1	 1	 3	 8	 0	 34	 

合計	 30	 46	 32	 35	 18	 17	 16	 19	 21	 8	 824	 

	 

（２）体育活動における死亡・重障害事故の競技別・傷病別	 

	 突然死等	 
脊髄	 
損傷	 

頭部	 
外傷	 

熱中症	 溺水	 
内臓	 
損傷	 

窒息	 
心臓	 
震盪	 

その他	 合計	 

ラグビー	 5	 21	 12	 6	 0	 0	 0	 0	 0	 44	 
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（３）体育活動における死亡・重障害事故の競技別・状況別	 
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合計	 

ラグビー	 11	 0	 0	 32	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 44	 

走る等で死亡・重障害事故に至った11例は、熱中症、突然死である。人との接触および施設、設備

等との衝突が脊髄損傷ならびに頭部外傷の要因である。	 

	 

Ⅱ．死亡・重障害事故の特徴	 

「学校管理下における体育活動中の事故の傾向と事故防止に関する調査報告」によると、平成10年

～29年における「体育活動による頭頚部の死亡・重障害事故」は31件発生しており、タックル18件、

スクラム６件、ラック５件、モール１件、タックルの練習１件であり半数以上がタックルに絡む事故

であった。受傷起点は「タックルを受ける」９例、「タックルに入る」９例がであった。その受傷原因

は「地面に強打」10例、「味方の頭同士の衝突」２例、「相手の膝、大腿部に強打」３例、「相手の頭

と衝突」２例であった。	 

傷病名は脳振盪が も多く、頚髄損傷、脊髄振盪、頭部打撲、急性硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性く

も膜下出血、外傷性硬膜外血腫、頚椎損傷、頚椎挫傷等であった。	 

	 

Ⅲ．死亡・重障害事故の要因	 

受傷原因となるものは「人との接触」であり、タックル時（入る、受ける）が も多かった。特に

死亡や重障害事故では、タックル、スクラム、ラックの場面で多く発生した。受傷要因は、タックル

を受け頭頚部を地面に強打する、タックルに入り相手選手の腸骨や膝関節または肘関節が頭部を直撃

する、味方同士の頭部の衝突、ラック参加時に地面に頭頚部を強打する、ボール保持者が不自然な姿

勢のままラック参加者に乗られることやスクラムの崩れによる頭部の強打、頚部の過屈曲および回旋

等であった。	 

	 

Ⅳ．死亡事故の検証（ビデオならびに聞き取り調査より）	 

	 他校との練習試合で、本人がボールを持って走っていた時、相手選手のタックルを受け、左に回転

しながら背中から前方に倒れた。その時に、肩、後頭部の順にグランドに勢いよく打ちつけ、頭部を

打撲した。	 

負傷後嘔吐、その後意識消失しドクターヘリで救急輸送された。治療を受けるも約10日後に死亡し

た。	 

当該生徒は、練習試合中前半１回、後半４回タックルを受けている。そのうち２回のタックルはダ

メージが大きく、特に 後の５回目のタックルが致命傷となった可能性が高い。当該チームは当該生

徒を含め全般的にタックル技術が未熟である。タックル入る姿勢が高く、上体を捕まえに行くタック

ルや、ジャージを引っ張り引き倒すタックルが多く、たとえ低く入っても、腕だけで入ったりターゲ

ットをあまり見ないために簡単に外されたりした場面が多く見られた。また、タックルを受けた時、

特に当該生徒はボディコントロール技術が未熟であり頻回、後頭部に衝撃を受けた状態で倒れている。

タックルに関する技術指導並びにトレーニング（首回りや体幹を含む）はなされていたようではある

が、理解や実践という点では十分ではなかったと思われた。試合を通して当該生徒に特に異変は見ら

れなかったものの致命的タックルの前に４度も後頭部を打っていることを考えると、指導者はレフリ

ーと共に連携を取り選手の状況を注視し、場合によっては当該生徒を退場させる判断も必要であろう。	 

	 

Ⅴ．死亡・重障害事故予防の留意点	 

ラグビーにおける重傷事故の特徴は、タックル時、ラック時、スクラム時の頭部の強打、ならびに

頚部の過屈曲および回旋によるものがほとんどである。これらは若年層の基礎体力低下に起因すると

ころが多いとされ、特に体幹部分や頚部の筋力の低下によるものと考えられる。体幹部分の筋力が弱

いと、姿勢の保持や外部からの力に抗することが困難になり容易に転倒してしまう。その結果、タッ

クルを受け転倒した時に正しい受け身の姿勢が取れなかったり、また頭が下がった状態でタックルに
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入ったりラックに参加することになる。従来、タックルやラック、スクラムは基本姿勢と呼ばれてい

るラグビーをプレーする上でベースになる姿勢－頭部、頚部、背中が一直線の形を保持しかつ頭部は

股関節より上に保つ姿勢－であり、その力の方向は常に下方から上方に向かうことが重要であるとさ

れてきた。	 

しかし基礎体力の低下、特に体幹部分の筋力低下によりこの姿勢を保持することが困難な選手が多

くなってきている。指導者は特にこの点を重視したトレーニングを行う必要があるとともに頚部のト

レーニング（全可動域等尺性筋力、僧帽筋筋力トレーニング）も欠かさず行うことが大切である。つ

まり毎日の指導において、選手に対してラグビーをプレーするために必要となる筋力の強化、特に体

幹部や首回りのトレーニングを練習に取り入れ習慣化することが重要である。その上で正しいタック

ルやラックの入り方、タックルを受けた場合の受け身の取り方（転び方）を理解し、繰り返し練習す

る必要がある。しかし近年、学校現場、特に高校ではクラブ活動におけるラグビー離れが著しく、一

つの高校では試合に必要な部員数が集まらず、複数の高校でチームを構成し合同チームとして大会に

臨んでいる高校が増加している。これらを反映して一部の指導者は選手獲得のためにラグビーの楽し

く、面白い部分ばかりを強調し指導しているとの報告もある。選手にとってラグビーをする上で必要

な怪我をしないための体づくりを十分せずに試合に出場させているケースも散見される。楽しいラグ

ビーをするためには十分な準備をする必要があることを選手に十分理解させることが大切である。し

かし、重傷事故を招かないよう十分配慮し指導したつもりでも、不可抗力による事故が起こることは

実際の指導現場でも起こっている。指導者は事故発生時の備え、たとえばグラウンドでのバックボー

ドやネックカラーの準備、可能ならば医療従事者等医務体制の整備、後方支援病院の協力等、グラウ

ンド内外での安全管理は十分に配慮しなければならない。また指導者は頭頚部外傷事故を起こさない

ことを念頭に指導方法の創意工夫を行うことはもちろんのこと、もし起こった場合に正しい対応がな

されるよう頭頚部等重障害事故の理解を深める必要があろう。	 

	 

Ⅵ．ラグビー協会の取り組み	 

重症事故の増加により平成17年10月、日本協会内に各委員会にまたがる横断的組織「重症事故撲滅プ

ロジェクト」を発足させた。同プロジェクトが行った主な活動は①スクラムトレーニングマニュアル

DVDの作成②各講習会でのタックル、スクラム指導③スキルアップ講習会④「夏合宿を前に」等の通

達文作成送付⑤高校チーム指導者の実態調査等、である。重症事故の撲滅という結果には至らなかっ

たためさらに効果的な対策を講じる必要性を再認識し、日本協会は「重傷事故撲滅」「安全なラグビー

の普及・徹底」を 高のミッションとして掲げ平成19年10月「重症事故対策本部」を発足させ、平成

20年「安全推進本部」と改名し活動を強化させながら継続してきた。重症事故に至った要因を詳細に

分析するために重症事故分析班を設置し、分析結果から導き出された問題となる技術やトレーニング

法を検討し、重症事故撲滅キャンペーン用のDVD制作を行っている。平成20年１月からこのDVDを使っ

て安全対策委員会、医事委員会等と連携協力し、チーム登録のための義務講習として、（その内容を

グラウンドレベルまで落とし込むために）指導責任者を対象に各都道府県単位で複数回、安全推進講

習会を実施している。講習会の内容は「安全な技術の習得」「怪我をしないための体づくり」等を根

幹として医学的側面を加味したもので、各都道府県安全対策委員長、医務委員長、コーチトレーナー

により講習内容を伝達していただいている。これまでの主な講習内容は「日本版ラグビーレディの活

用」「正しいタックルおよびその指導法」「体幹トレーニング」「ラック」「ラグビーの脳振盪」等であ

る。また、平成24年IRBから脳振盪の扱いをより慎重に行う旨の通達が出されたことを受け新たに、

脳振盪および脳振盪の疑いを判断し競技復帰まで段階的に復帰プログラムを実施するための資格（ヘ

ルスケア専門家）を独自に制定した。現在、日本体育協会の協力も得て認定講習会を年に１度実施し、

脳振盪関連事案に対応できる人材育成を行っている。	 

日本協会安全推進講習会内容	 

H19	 ラグビーレディ	 H20	 重症事故の現状	 H21	 タックル	 H22	 体幹トレーング	 

H23	 ラック	 H24	 脳震盪①	 H25	 脳震盪②	 H26	 ラック	 

H27	 	 ラグビーレディ他	 	 H28	 脳震盪③	 	 H29	 ラグビーにおける安全対策	 
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パネルディスカッションＢ	 島根会場	 

『学校スポーツでの突然死防止のための	 

心臓検診と AED』	 

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、日本体育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	 スポーツ医学教授	 

2017 年	 同	 名誉教授	 

発表要旨	 

Ⅰ．学校管理下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.に示すとおり平成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20年間（平成10年度～平成29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824例（死亡621例、障害203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	 
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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。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ことから、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が

必要である。平成23〜27年度に日本スポーツ振興センターにおいて災害給付の対象となった意識消失

を伴い心肺停止後に死亡または重症障害を生じた重篤事故145例をまとめると表１の様に大別され

る。心・血管疾患による心肺停止は、何らかの学校生活の身体活動との関連が高い。また、脳血管障

害では意識消失直後の心肺停止が少ないことが注目される。	 
	 

表１.	 重篤事故の内訳と身体活動（日本スポーツ振興センターデータより集計）	 

	 	 区分	 区分のうち、	 

身体活動関連	 

区分のうちの注目点※	 

	 

	 

	 

	 

	 

重篤事故 145件	 

呼吸器疾患	 9 件	 	 3 件	 喘息	 2 件	 	 

気胸	 2 件	 	 

AED 装着	 6 件	 	 

心・血管疾患 103 件	 	 91 件	 心疾患既往	 14 件	 	 

AED 装着	 74 件	 	 

蘇生例	 39 件	 	 

脳血管障害	 13 件	 	 6 件	 頭蓋内出血	 10 件	 	 

心肺停止なし	 6 件	 	 

その他・不明 20 件	 	 9 件	 疾患の既往	 7 件	 	 

就寝中	 5 件	 	 

平成 23 年〜27 年に給付が確定した小・中・高校生	 ※重複あり	 

	 

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 も有効である。	 

	 学校でのAED設置状況は、平成24年頃に90％を超え、その実施の在り方が重要となっている。AED施

行に関しては事象発見から５分以内に電気ショックのボタンを押すことが求められており、そのため

には、AEDに誰もがフリーアクセスできることが必要であり、設置場所が明確で周知されていること、

使用可能時間が限定されないことなどが重要である。人命に関わる状況下において、鍵を開けること

や遠くから運ぶことで救命に必要な貴重な時間を失うことは避けるべきであろう。施設内でどのよう

な場所で事故の発生するリスクが高いかを想定し、どの動線がその場へのアプローチに容易である

か、また、消火器と同様にすぐに持ち運べる状態になっているかを現場では常に検討すべきである。

また、表１に示した心・血管疾患103件の中で74件にAEDが装着された。７割以上に装着されたにもか

かわらず、残念ながら蘇生例は39件に留まった。これはいかに早く対応できたかが問題であり、時間

経過後の救急隊員によるAED施行で効果が得にくいことも反映している。現場の第一発見者の対応の

重要性がより高いことを示している。AEDは設置することは必要であるが、そのAEDの能力を緊急の現

場で十分に発揮させることを常に意識し、トレーニングを積んでおくことが重要である。	 

Ⅳ．おわりに	 

	 教育現場における心臓性突然死の防止には、器機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たち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。	 
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パネルディスカッションＣ	 島根会場	 

『学校における体育的活動中の事故防止について』	 

森田	 仁	 島根県立矢上高等学校	 保健体育教諭	 

（略歴）	 

2002 年	 	 島根大学卒業	 

2009 年～	 島根県立高等学校教諭	 

発表要旨	 

Ⅰ．はじめに	 

独立行政法人日本スポーツ振興センターの統計によると、学校生活の中で事故が起こる可能性が高

いのは体育的活動中である。本県の高等学校における体育的活動中（体育の授業、体育的学校行事、

体育的部活動等）での医療費発生件数は、平成25年度以降は増加の傾向にある。また、体育の授業中

に起こった発生件数の体育的活動中全体に占める割合は、過去５年間は20％前後で推移している。こ

のような状況から、体育的活動の中での事故を減少させていくためには体育授業担当者が授業の中で

安全に関する配慮をすることや生徒に安全についての教育を行い、生徒たちが安全に留意して活動で

きるようになることが大切であると考え、本校では体育の授業をする中で様々な取り組みを行ってき

た。本校での取り組みについて紹介する。	 

	 

島根県における医療費発生件数に対する体育的活動中の発生件数割合 

H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 

88.6% 88.0% 84.4% 88.0% 87.9% 

	 

	 

Ⅱ．矢上高校の状況	 

本校は島根県の中央部、中国山地沿いに位置した自然豊かな邑南町にあり、普通科と産業技術科が

ある全校生徒260名の小規模校である。生徒は地元の邑南町からだけでなく県内の他地域や県外から

も多数入学してきている。４年前から１学級の定員減(40人→30人)のために保健体育の教員は３名か

ら２名に減っている。	 
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Ⅲ．本校での取り組み	 

	 （１）安全のためのルールづくり	 

	 	 	 	 種目ごとに安全に活動するためのルールを設けている。	 

	 	 	 	 	 	 ・活動する隊形	 

	 	 	 	 	 	 ・用具の扱い方	 

	 	 	 	 	 	 ・怪我を防ぐために必要なルールは厳しく適用	 

	 	 	 	 	 	 	 （バレーボールのタッチネット、バスケットボールの接触に関してのファウルなど）	 

	 	 	 	 	 	 ・爪を短くしておく	 

	 	 	 	 	 	 ・時計やアクセサリー等をつけて活動しない。	 

	 

	 （２）安全を確保するための対応	 

校外での長距離走	 →	 体育館でのシャトルランに変更	 

（教員数の減少に伴い、安全管理が難しくなってきたため）	 

	 	 	 	 	 熱中症対策	 

・天候により実施種目の変更	 

	 	 	 	 	 	 ・地域と連携して体育館周りに簡易のミストシャワーを設置	 

	 	 	 	 	 実施種目に応じた準備運動を実施	 

	 	 	 	 	 周りの人のことを考えて行動したり、思いやりの心を持つようにしたりするための声かけ	 

	 	 	 	 生徒の健康状態の実態把握	 

	 	 	 	 保健の授業などを通じての安全教育（自分の体調管理ができるようにする）	 

	 

	 （３）本校の体育的活動中の医療費発生件数	 

	 	 	 独立行政法人日本スポーツ振興センターの統計によると、本校の体育的活動中での医療費発生	 

件数は平成28年度には減少させることができたが、全体的には増加の傾向である。しかし、平	 

成25年度には体育の授業中に起こった発生件数の体育的活動中全体に占める割合は約30％で	 

あったが、上記のような取り組みを行ってきたことで年々減少してきている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Ⅳ．おわりに	 

本校では体育の授業中においては、事故が起こる環境を作らないように安全管理を徹底し、生徒に安全につ

いての教育を行ってきた。そのため生徒たちが安全に留意して活動できるようになってきた。	 

しかし、全体の事故発生件数が増えていることから、体育の授業以外の場面でも事故が起こる環境を作らな

いように安全管理の徹底をし、周囲の状況を判断して自分だけでなく周りの人たちも怪我をすることがなく、

運動を楽しめるような行動がとれるようになることが必要であると考える。今後も生徒たちの安全に運動を楽

しめる力を育てていき、体育的活動中におこる事故件数が減少していくように今後も努めていきたい。	 

 

 




