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第１編 事業概要、体育活動中における骨折事故の実態

Ⅰ．事業概要

 スポーツ庁委託事業「学校における体育活動での事故防止対策推進事業」（以下「本事業」という。）

は、体育活動中に発生した事故による死亡等の重大な災害について、同様の事故が生じないよう、そ

の発生原因・背景、防止のための留意点を把握し、それらを関係者間で共有し、効果的かつ安全な体

育活動の実現に向けた取組を行うものであります。 

本事業を受託する独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、災害共済給付の実施によって得

られる事故情報を活用して、調査研究や情報提供を行い、学校現場の先生方への支援を行うことによ

り学校災害の減少を図っておりますが、例年、体育活動中での事故について、小学校、中学校及び高

等学校等（高等専修学校含む。）のいずれの学校種においても、負傷・疾病の種類別では骨折事故が

最も多く発生していることから、本年度は特に平成 30 年度災害共済給付データを活用し、体育活動

中での骨折事故防止対策をまとめることとしました。 

なお、小学校では体育授業中に、中学校及び高等学校等では体育授業中及び運動部活動中に骨折事

故が多く発生しているため、これらの場合での災害発生件数及び医療費初回平均給付金額の上位３

種目を中心に事故防止に関する調査研究を行っております。 

【災害発生件数上位３種目】 

学校種 場合 １位 ２位 ３位

小学校 体育授業 跳箱運動 バスケットボール ドッジボール 

中学校・ 
高等学校等 

体育授業 バスケットボール サッカー・フットサル バレーボール 
運動部活動 バスケットボール サッカー・フットサル 野球（含軟式） 

【医療費初回平均給付金額上位３種目】 

学校種 場合 １位 ２位 ３位

小学校 体育授業 鉄棒運動 走り高跳び 障害走（ハードル） 

中学校・ 
高等学校等 

体育授業 短距離走 跳箱運動 サッカー・フットサル 
運動部活動 ラグビー サッカー・フットサル 野球（含軟式） 

ワーキンググループメンバー （法人名・敬称略）

氏名 所属先・役職 担当

戸田 芳雄 
（ＷＧ長） 

学校安全教育研究所代表 
明海大学客員教授 

総括 

奥脇 透 
国立スポーツ科学センター 
副センター長 

整形外科 

北村 光司 産業技術総合研究所主任研究員 データ分析 

木宮 敬信 常葉大学教育学部教授 安全教育 

溝内 健介 清水法律事務所弁護士 法律 
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Ⅱ．体育活動中における骨折事故の実態

（１） 体育活動中における骨折事故に関する基本統計

学校の管理下の災害に占める体育活動中の割合は、中学校では７割以上、高等学校等では８割以

上と大部分を占めており（表 1-Ⅱ-(1)-1）、負傷・疾病の種類別ではいずれの学校種でも骨折事故が

最も多く、約３割を占めています（表 1-Ⅱ-(1)-2）。 

なお、体育活動中の骨折事故件数を場合別で見ると、小学校では体育授業中が約９割、中学校及

び高等学校等では運動部活動中が約６割を占めて最も多くなっており、これらの場合における事

故防止対策が重要であると考えます。 

また、中学校及び高等学校等における体育活動中の骨折事故件数に占める体育授業中の割合は

約３割ですが、災害発生件数としては中学校で約 27,000 件、高等学校等で約 18,000 件と多く発

生しており、併せて対策が必要であると思われます（表 1-Ⅱ-(1)-3）。 

これらの場合における骨折事故の詳細なデータ分析結果については、第２編「Ⅰ．データ分析の

観点からの事故防止の留意点」（P.5~21）に記載しています。 

表 1-Ⅱ-(1)-1 学校の管理下の災害に占める体育活動中の発生件数及び割合（平成 30 年度災害共済給付データ） 

学校種

災害発生総件数

（件）

体育活動中での

災害発生件数

（件）

総件数に占める

体育活動中の割合

小学校 344,087 89,109 25.9% 

中学校 318,734 234,877 73.7% 
高等学校等 255,630 207,678 81.2% 

表 1-Ⅱ-(1)-2 体育活動中の災害に占める骨折事故の発生件数及び割合（平成 30 年度災害共済給付データ） 

学校種

体育活動中での

災害発生件数

（件）

体育活動中での

骨折事故件数

（件）

体育活動中での災害に

占める骨折事故の割合

小学校 89,109  27,008  30.3% 

中学校 234,877 74,668  31.8% 
高等学校等 207,678  55,021  26.5% 

表 1-Ⅱ-(1)-3 体育活動中の骨折事故の場合別発生件数及び割合（平成 30 年度災害共済給付データ） 

学校種

体育活動中での

骨折事故件数

（件）

体育授業中の

骨折事故件数

（件）

運動部活動中の

骨折事故件数

（件）

その他の

骨折事故件数

（件）

小学校 27,008  23,947 88.7% 2,000 7.4% 1,041 3.9% 

中学校 74,668 27,077 36.3% 47,490 63.6% 101 0.1% 

高等学校等 55,021 17,760 32.3% 35,198 64.0% 2,063 3.7% 
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（２） 体育活動中の骨折事故事例

災害共済給付では、年間約 100 万件の負傷・疾病に対して給付を行っていますが、その中には

後遺障害が残る事例もあります。以下に、実際に障害見舞金を給付した事例のうち、繰り返し同様

の事故が発生している体育活動中の骨折事故事例を紹介します。 

なお、平成 17 年度以降に死亡見舞金・障害見舞金を給付した全事例は、JSC ホームページ学校

安全 Web 内の学校事故事例検索データベースで検索が可能でありますので、事故防止対策の検討

に当たり、是非活用をお願いします。 

ア 小学校・体育授業・跳箱運動

【災害発生状況】 
体育館で６段の跳箱を跳んだ際、着地場所に置いてあるマットに、左腕から着いたときに、

自分の身体が乗り痛めた。 

【傷病名】左橈
とう

骨頭骨折 【障害状況】左肘可動域制限 

イ 中学校・体育授業・バスケットボール

【災害発生状況】 
体育の授業中に体育館でバスケットボールをしていたところ、他の生徒と足が交差し転倒、

足首を痛めた。 

【傷病名】右足関節外果亀裂骨折、靭帯損傷 【障害状況】疼痛 

ウ 中学校・運動部活動・サッカー部

【災害発生状況】 
サッカー大会の予選の決勝戦で、味方からのパスを受けてシュートをしようとしたところキ

ーパーと接触し、右足が絡まった状態で転倒し、その上にキーパーの身体が乗って受傷した。 

【傷病名】右大腿骨骨折 【障害状況】右下肢短縮、疼痛、醜 状
しゅうじょう

 

エ 高等学校・運動部活動・ラグビー部

【災害発生状況】 
ラグビー大会において、自陣 22ｍ付近の相手ペナルティからのライン攻撃に対して、本生徒

が戻りながら相手生徒にタックルをした。タックル後に時計回りに 180 度ほど身体が回転し、

バランスを崩して座り込んだところ、相手生徒の臀部が首の後ろを直撃した。災害直後は意識

があり、会話も可能であったが、首から下の感覚がない状態であった。 

【傷病名】第５頚椎脱臼骨折、第５・６頚髄損傷 【障害状況】四肢麻痺 

オ 高等学校・運動部活動・野球部

【災害発生状況】 
野球部の練習中に、バッティング練習の投手をしていたところ、バッターが打ったボールが

眉間に当たった。 

【傷病名】頭蓋骨骨折、左鼻
び

篩
し

骨
こつ

陥没骨折 【障害状況】嗅覚障害 
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第２編 専門的見地からの留意点

Ⅰ．データ分析の観点からの事故防止の留意点

産業技術総合研究所主任研究員 

北村 光司 

＜要約＞

・手でボールを扱ったり、手で身体を支える等手を使う運動では手や指の骨折が多い。 

・複数人が交錯する運動、ボールを扱いながら走ったり、ジャンプしてボールを扱うといったマルチ

タスクを行う運動では、転倒や衝突による腕の骨折が多い。 

・運動種目ごとに重症な骨折が起きる状況にパターンがあるため、パターンを把握して対策を検討す

る必要がある。 

１ 分析対象の事故について

 学校における運動種目別の骨折事故について、課題を把握するために、災害共済給付制度の負傷・

疾病データを用いた分析を行った。小学校の体育授業、中学校・高等学校等の体育授業、中学校・高

等学校等の運動部活動の 3 つのカテゴリーにおいて、それぞれで骨折事故の発生件数が多い運動種

目、初回給付金額の平均額（以下「初回平均給付金額」という。）が高い運動種目の上位 3 つについ

て、骨折事故の傾向を分析した。それぞれ対象とする運動種目について、表 2-Ⅰ-1- 1～表 2-Ⅰ-1- 3

に示した。 

 

表 2-Ⅰ-1- 1 分析対象とする小学校の体育授業の骨折事故 

 1 位 2 位 3 位 

発生件数の多い種目 跳箱運動 バスケットボール ドッジボール 

初回平均給付金額の 
多い種目 

鉄棒運動 走り高跳び 障害走（ハードル） 

 

表 2-Ⅰ-1- 2 分析対象とする中学校・高等学校等の体育授業の骨折事故 

 1 位 2 位 3 位 

発生件数の多い種目 バスケットボール サッカー・フットサル バレーボール 

初回平均給付金額の 
多い種目 

短距離走 跳箱運動 サッカー・フットサル 
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表 2-Ⅰ-1- 3 分析対象とする中学校・高等学校等の運動部活動の骨折事故 

 1 位 2 位 3 位 

発生件数の多い種目 バスケットボール サッカー・フットサル 野球（含軟式） 

初回平均給付金額の 
多い種目 

ラグビー サッカー・フットサル 野球（含軟式） 

 

これらの運動種目について、縦軸に骨折事故の発生件数、横軸に初回平均給付金額の平均値を取り、

プロットしたグラフを図 2-Ⅰ-1- 1～図 2-Ⅰ-1- 3 に示した。まず、図 2-Ⅰ-1- 1 の小学校の体育授業

中について見てみると、跳箱運動の件数が顕著に多く、2 番目に多いバスケットボールの 2 倍近い件

数となっていることが分かる。初回平均給付金額が高い運動種目については、件数はそれほど多くな

いものの、初回平均給付金額が 1 万円を超えており、医療費が多くかかる。つまり、重症な骨折が起

きていることが分かる。次に、図 2-Ⅰ-1- 2 の中学校・高等学校等の体育授業中について見てみると、

バスケットボールの件数が顕著に多く、2 番目に多いサッカー・フットサルの 4 倍近い件数となって

いる。一方、サッカー・フットサルは件数では 2 番目に多く、初回平均給付金額では 3 番目に多くな

っており、件数が多く、重症度も比較的高い運動種目であることが分かる。初回平均給付金額が高い

運動種目である、短距離走、跳箱運動については、比較的件数は少ないものの、初回平均給付金額は

1 万円を超える重症な骨折が起きていることが分かる。跳箱運動については、小学校では件数は多い

ものの、初回平均給付金額はそれほど高くなかったが、中学校・高等学校等になると初回平均給付金

額が高くなっており、傾向が変化していることが分かる。次に、図 2-Ⅰ-1-３の中学校・高等学校等

の運動部活動中について見てみると、バスケットボールの件数が最も多いが、2 番目に多いサッカー・

フットサルも同程度の件数となっており、体育中の事故の傾向とは異なっている。サッカー・フット

サルについては、初回平均給付金額でも 2 番目に高い運動種目となっており、対策が必要であると考

えられる。また、野球については、件数でも初回平均給付金額でも 3 番目に多い運動種目となってお

り、件数の観点でも重症度の観点でも対策が必要であると考えられる。初回平均給付金額が最も高い

のはラグビーであり、件数はそれほど多くはないが、2 番目に初回平均給付金額が高いサッカー・フ

ットサルよりも 5 千円近く高い初回平均給付金額となっており、重症度の観点で対策が必要である

と考えられる。 

 ここまでは、骨折事故の発生件数と初回平均給付金額の観点で、3 つのカテゴリーごとに傾向を見

てきた。次節から、各運動種目の事故やけがの特徴について詳しく見ていきたい。ここでは、骨折部

位の傾向、初回給付金額が 2 万円以上の骨折部位の傾向、手・手指部の骨折事故が多い運動種目につ

いては骨折する指の傾向、初回給付金額が 2 万円以上の骨折の事故状況に関連するキーワードの傾

向について分析を行った。災害共済給付制度では、原則として、保険診療の医療費総額の４割の額が

給付されるため、初回給付金額が 2 万円以上というのは、初診の医療費総額が 5 万円以上かかった

ことを表しており、重症の線引きの目安と設定した。以後、初回給付金額が 2 万円以上の事故を重症

事故と表現する。 
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２ 小学校の体育授業中の骨折事故について

（１） 跳箱運動による骨折事故

 小学校の体育授業中の骨折事故件数が最も多い跳箱運動について、骨折部位の割合を全てのデー

タで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを図 2-Ⅰ-2-(1)-1 に示した。全体では、手・

手指部が半分以上を占めて最も多いが、重症事故では前腕部が最も多くなっており、傾向が異なって

いる。次に骨折した指ごとの件数を集計した結果を図 2-Ⅰ-2-(1)-2 に示した。小指が最も多く、小指

に近い指ほど件数が多い傾向が見られた。次に重症な骨折に関連したキーワードの分析結果を図 2-

Ⅰ-2-(1)-3 に示した。図 2-Ⅰ-2-(1)-3 では、線が太いほど、重症な骨折に特徴的なキーワードとなっ

ている。この結果から、開脚跳びの練習中、手が滑った場合、落下した場合、床に強打した場合、手

の上に乗った場合に重症な骨折が起きている。 

図 2-Ⅰ-1- 1 小学校の体育授業中の骨折事故の件数と

初回平均給付金額の関係 

 

図 2-Ⅰ-1- 2 中学校・高等学校等の体育授業中の骨折事故の件数と

初回平均給付金額の関係 

 

図 2-Ⅰ-1- 3 中学校・高等学校等の運動部活動中の運動種目の件数と 
初回平均給付金額の関係 
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図 2-Ⅰ-2-(1)-1 小学校の体育授業中の跳箱運動：骨折部位の割合 

 

     
図 2-Ⅰ-2-(1)-2 小学校の体育授業中の跳箱運動：指別の骨折件数 

 

（２） バスケットボールによる骨折事故

小学校の体育授業中の骨折事故件数が 2 番目に多いバスケットボールについて、骨折部位の割

合を全てのデータで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを図2-Ⅰ-2-(2)-1に示した。

全体では、手・手指部が 8 割以上を占めて最も多い。重症事故でも手・手指部が最も多いが 4 割程

度で、2 番目に多い前腕部が 3 割程度と多くなっている。次に骨折した手指ごとの件数を集計した

結果を図 2-Ⅰ-2-(2)-2 に示した。小指が約 4 割を占めて最も多く、小指に近い手指ほど件数が多い

傾向が見られた。 

 次に重症な骨折に関連したキーワードの分析結果を図 2-Ⅰ-2-(2)-3 に示した。この結果から、接

触して転倒した場合、他の児童に接触した場合、ボールを追いかけていた場合に重症な骨折が起き

図 2-Ⅰ-2-(1)-3 小学校の体育授業中の跳箱運動 
：重症な骨折に関連したキーワード 
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大腿部・股関節0.15% 0.00%
臀部0.34% 0.40%
腰部0.29% 0.00%
腹部0.07% 0.00%
背部0.26% 0.00%
胸部1.55% 0.79%

手・手指部50.45% 14.62%
手関節11.32% 11.07%
前腕部16.03% 37.94%
肘部4.24% 9.09%
上腕部4.51% 16.60%
肩部2.25% 1.98%
頸部0.22% 0.40%
顎部0.07% 0.00%
口部0.14% 0.00%
頬部0.02% 0.00%
耳部0.02% 0.00%
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頭部0.17% 0.00%
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ていることが分かった。 

 

図 2-Ⅰ-2-(2)-1 小学校の体育授業中のバスケットボール：骨折部位の割合    

 

             

 

 

 

（３） ドッジボールによる骨折事故

小学校の体育授業中の骨折事故件数が 3 番目に多いドッジボールについて、骨折部位の割合を

全てのデータで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを図 2-Ⅰ-2-(3)-1 に示した。全

体では、手・手指部が 8 割近くを占めて最も多い。重症事故でも手・手指部が最も多いが 3 割程度

で、2 番目に多い手関節が 2 割程度と多くなっている。次に骨折した手指ごとの件数を集計した結

果を図 2-Ⅰ-2-(3)-2 に示した。小指が約 6 割を占めて最も多く、それ以外の手指は同程度であっ

た。次に重症な骨折に関連したキーワードの分析結果を図 2-Ⅰ-2-(3)-3 に示した。この結果から、

バランスを崩したり、躓いて転倒した場合、ボールを避けた場合、他の児童にぶつかった場合に重

症な骨折が起きていることが分かった。 

図 2-Ⅰ-2-(2)-3 小学校の体育授業中のバスケットボール 
：重症な骨折に関連したキーワード 

図 2-Ⅰ-2-(2)-2 小学校の体育授業中のバスケットボール 
：手指別の骨折件数 
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腰部0.18% 0.00%
腹部0.03% 0.00%
背部0.03% 0.00%
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手・手指部86.50% 41.18%
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肩部0.21% 0.00%
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図 2-Ⅰ-2-(3)-1 小学校の体育授業中のドッジボール：骨折部位の割合 

 

      

     

 

 

 

（４） 鉄棒運動による骨折事故

小学校の体育授業中の骨折事故での初回平均給付金額が最も高い鉄棒運動について、骨折部位

の割合を全てのデータで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを図 2-Ⅰ-2-(4)-1 に示

した。全体でも重症事故でも、前腕部と上腕部が特に多いことが分かる。また全体では手・手指部

も多いが、重症事故の場合には少ない。次に重症な骨折に関連したキーワードの分析結果を図 2-

Ⅰ-2-(4)-2 に示した。この結果から、鉄棒を踏み越して降りる場合、落下して手を打ち付ける場合、

手を離して落ちる場合、肘を打つ場合に重症な骨折が起きていることが分かった。 

図 2-Ⅰ-2-(3)-2 小学校の体育授業中のドッジボール 
：手指別の骨折件数 

図 2-Ⅰ-2-(3)-3 小学校の体育授業中のドッジボール 
：重症な骨折に関連したキーワード 
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足・足指部3.20% 0.00%
足関節4.73% 0.00%
下腿部0.61% 0.00%
膝部0.23% 0.00%

大腿部・股関節0.08% 0.00%
臀部0.08% 0.00%
腰部0.08% 0.00%
腹部0.08% 0.00%
背部0.08% 0.00%
胸部0.23% 0.00%

手・手指部77.12% 28.57%
手関節4.58% 23.81%
前腕部3.74% 14.29%
肘部1.22% 9.52%
上腕部0.92% 14.29%
肩部0.53% 0.00%
頸部0.08% 0.00%
顎部0.46% 0.00%
口部0.61% 4.76%
頬部0.08% 0.00%
耳部0.08% 0.00%
鼻部0.92% 4.76%
眼部0.15% 0.00%
前額部0.08% 0.00%
頭部0.08% 0.00%
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（５） 走り高跳びによる骨折事故

小学校の体育授業中の骨折事故での初回平均給付金額が 2 番目に高い走り高跳びについて、骨

折部位の割合を全てのデータで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを図 2-Ⅰ-2-(5)-

1 に示した。全体では足関節が最も多く、次いで前腕部であるが、重症事故では足関節は減り、前

腕部が最も多くなり、次いで上腕部が多くなる。次に重症な骨折に関連したキーワードの分析結果

を図 2-Ⅰ-2-(5)-2 に示した。 

この結果から、足にバーが引っ掛かって転倒した場合、挟み跳びをした場合、体の下に腕が挟み

込まれた場合に重症な骨折が起きていることが分かった。 

 

    
           

 

（６） 障害走（ハードル）による骨折事故

小学校の体育授業中の骨折事故での初回平均給付金額が 3 番目に高い障害走（ハードル）につい

て、骨折部位の割合を全てのデータで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを図 2-

Ⅰ-2-(6)-1 に示した。全体では前腕部が最も多く、次いで足関節であるが、重症事故では足関節は

図 2-Ⅰ-2-(4)-1 小学校の体育授業中の鉄棒運動 
：骨折部位の割合 

図 2-Ⅰ-2-(4)-2 小学校の体育授業中の鉄棒運動 
：重症な骨折に関連したキーワード 

 

図 2-Ⅰ-2-(5)-1 小学校の体育授業中の走り高跳び 
：骨折部位の割合 

図 2-Ⅰ-2-(5)-2 小学校の体育授業中の走り高跳び 
：重症な骨折に関連したキーワード 
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足関節0.90% 1.27%
下腿部0.77% 0.00%
膝部0.13% 0.00%

大腿部・股関節0.26% 0.00%
臀部0.64% 0.00%
腰部0.90% 0.00%
腹部0.13% 0.00%
背部0.77% 0.00%
胸部3.46% 1.27%

手・手指部15.49% 6.33%
手関節8.96% 6.33%
前腕部22.41% 31.65%
肘部8.07% 10.13%
上腕部18.31% 39.24%
肩部5.76% 1.27%
頸部0.38% 0.00%
顎部1.15% 0.00%
口部1.79% 0.00%
頬部0.13% 0.00%
耳部0.13% 0.00%
鼻部3.07% 2.53%
眼部0.13% 0.00%
前額部0.13% 0.00%
頭部0.90% 0.00%
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骨折部位の割合（全体） 骨折部位の割合（給付金額2万円以上）
足・足指部10.69% 1.92%
足関節20.07% 5.77%
下腿部5.10% 5.77%
膝部7.73% 11.54%

大腿部・股関節0.66% 0.00%
臀部1.15% 0.00%
腰部1.48% 0.00%
腹部0.16% 0.00%
背部0.16% 0.00%
胸部0.99% 0.00%

手・手指部6.09% 1.92%
手関節9.54% 3.85%
前腕部17.11% 32.69%
肘部6.09% 11.54%
上腕部10.53% 25.00%
肩部0.66% 0.00%
頸部0.16% 0.00%
顎部0.16% 0.00%
口部0.16% 0.00%
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小学校_走り高跳び



12

減り、前腕部が最も多くなり、次いで手関節が多くなる。次に重症な骨折に関連したキーワードの

分析結果を図 2-Ⅰ-2-(6)-2 に示した。この結果から、足をぶつけた場合、手を地面にぶつけたり、

着いた場合、体を支える動きをした場合に重症な骨折が起きていることが分かった。 

   
       

 

 

（７） 小学校の体育授業中の骨折のまとめ

 骨折発生件数の上位 3 つの運動種目については、いずれの運動も手を主に使うため、手や腕の骨

折が多く、重症になりやすい。また、小指の骨折が多いことは共通しているが、跳箱運動は同時に

つきやすい小指に近い指も骨折が多い。バスケットボールとドッジボールは重症な骨折状況が似

ているが、跳箱運動は、他の運動種目では使わない器具を使う運動のため、重症な骨折状況が他と

は異なる。 

  初回平均給付金額の上位 3 つの運動種目については、転倒・転落時に、地面に手をつく際の腕の

骨折が多く、重症になりやすい。骨折事故発生件数の上位 3 つの運動では、主にボール等との接触

による骨折であるが、初回平均給付金額の上位 3 つの運動種目では、自分自身の体重や運動の動き

によって、身体に受けるエネルギーが大きくなるため、腕の骨折が多くなっていると考えられる。 

   

３ 中学校・高等学校等の体育授業中の骨折事故について

（１） バスケットボールによる骨折事故

中学校・高等学校等の体育授業中の骨折事故件数が１番目に多いバスケットボールについて、骨

折部位の割合を全てのデータで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを図 2-Ⅰ-3-(1)-

1 に示した。全体では、手・手指部が約 90％以上を占めて最も多い。重症事故でも手・手指部が最

も多いが約 40％程度で、次いで足関節が 2 番目に多くなっている。次に骨折した手指ごとの件数

を集計した結果を図 2-Ⅰ-3-(1)-2 に示した。親指が特に少ないが、それ以外の 4 指は同程度の件数

図 2-Ⅰ-2-(6)-2 小学校の体育授業中の障害走（ハードル） 
：重症な骨折に関連したキーワード 

図 2-Ⅰ-2-(6)-1 小学校の体育授業中の障害走（ハードル） 
：骨折部位の割合 

−100 −75 −50 −25 0 25 50 75 100
割合

骨折部位の割合（全体） 骨折部位の割合（給付金額2万円以上）
足・足指部9.29% 3.12%
足関節15.21% 3.12%
下腿部3.60% 9.38%
膝部3.72% 6.25%

大腿部・股関節1.63% 3.12%
臀部0.23% 0.00%
腰部0.12% 0.00%
腹部0.12% 0.00%
背部0.12% 0.00%
胸部0.46% 0.00%

手・手指部7.32% 3.12%
手関節14.17% 20.31%
前腕部26.60% 34.38%
肘部2.21% 4.69%
上腕部5.69% 6.25%
肩部7.78% 6.25%
頸部0.12% 0.00%
顎部0.23% 0.00%
口部0.12% 0.00%
頬部0.12% 0.00%
耳部0.12% 0.00%
鼻部0.70% 0.00%
眼部0.12% 0.00%
前額部0.12% 0.00%
頭部0.12% 0.00%

小学校_障害走（ハードル）

当たる着地
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となっている。次に重症な骨折に関連したキーワードの分析結果を図 2-Ⅰ-3-(1)-3 に示した。この

結果から、足を捻った場合、他の生徒と衝突など接触した場合、リバウンドを取ろうとした場合に

重症な骨折が起きていることが分かった。 

 

図 2-Ⅰ-3-(1)-1 中学校・高等学校等の体育授業中のバスケットボール：骨折部位の割合 

        
 

 

（２） サッカー・フットサルによる骨折事故

中学校・高等学校等の体育授業中の骨折事故件数が 2 番目に多く、初回平均給付金額が 3 番目

に多いサッカー・フットサルについて、骨折部位の割合を全てのデータで算出したものと、重症事

故に絞って算出したグラフを図 2-Ⅰ-3-(2)-1 に示した。全体では、足・足指部と手・手指部がそれ

ぞれ約 2 割を占めて多い。重症事故では、前腕部が約 25%を占めていて最も多く、次いで手関節、

足関節が多い。次に骨折した指ごとの件数を集計した結果を図 2-Ⅰ-3-(2)-2 に示した。小指が約

35%を占めて最も多く、それ以外の 4 指は同程度の件数となっている。次に重症な骨折に関連した

キーワードの分析結果を図 2-Ⅰ-3-(2)-3 に示した。この結果から、地面に手をついた場合、地面に

図 2-Ⅰ-3-(1)-2 中学校・高等学校等の体育授業中の 
バスケットボール 

：指別の骨折件数 

図 2-Ⅰ-3-(1)-3 中学校・高等学校等の体育授業中の 
バスケットボール 

：重症な骨折に関連したキーワード 

−100 −75 −50 −25 0 25 50 75 100
割合

骨折部位の割合（全体） 骨折部位の割合（給付金額2万円以上）
足・足指部2.35% 4.49%
足関節3.86% 16.48%
下腿部0.72% 4.49%
膝部0.43% 5.62%

大腿部・股関節0.09% 1.50%
臀部0.06% 0.00%
腰部0.12% 0.37%
腹部0.01% 0.00%
背部0.01% 0.00%
胸部0.25% 0.00%

手・手指部87.53% 40.82%
手関節1.58% 7.87%
前腕部0.80% 6.74%
肘部0.28% 3.37%
上腕部0.17% 1.12%
肩部0.24% 0.75%
頸部0.02% 0.37%
顎部0.20% 0.00%
口部0.10% 0.00%
頬部0.01% 0.00%
耳部0.01% 0.00%
鼻部1.08% 5.24%
眼部0.05% 0.37%
前額部0.01% 0.00%
頭部0.06% 0.37%

中学校・高等学校等の体育_バスケットボール
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手を打ちつけた場合、ボールの上に乗って転倒した場合、足が引っ掛かって転倒した場合に重症な

骨折が起きていることが分かった。 

 
図 2-Ⅰ-3-(2)-1 中学校・高等学校等の体育授業中のサッカー・フットサル：骨折部位の割合 

       
 

 
 

（３） バレーボールによる骨折事故

中学校・高等学校等の体育授業中の骨折事故件数が 3 番目に多いバレーボールについて、骨折部

位の割合を全てのデータで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを図 2-Ⅰ-3-(3)-1 に

示した。全体では、手・手指部が約 70%以上を占めて最も多い。重症事故でも、手・手指部が約

30%を占め最も多い。次に骨折した指ごとの件数を集計した結果を図 2-Ⅰ-3-(3)-2 に示した。小指

が約 40%を占めて著しく多い。次に重症な骨折に関連したキーワードの分析結果を図 2-Ⅰ-3-(3)-3

に示した。この結果から、ボールを追い掛けていた場合、着地を失敗した場合、着地時に他人の足

を踏んでしまった場合に重症な骨折が起きていることが分かった。 

 

図 2-Ⅰ-3-(2)-3 中学校・高等学校等の体育授業中の 
サッカー・フットサル 

：重症な骨折に関連したキーワード 
 

図 2-Ⅰ-3-(2)-2 中学校・高等学校等の体育授業中の 
サッカー・フットサル 

：指別の骨折件数 

−100 −75 −50 −25 0 25 50 75 100
割合

骨折部位の割合（全体） 骨折部位の割合（給付金額2万円以上）
足・足指部19.97% 6.69%
足関節12.45% 13.06%
下腿部3.95% 8.92%
膝部1.71% 4.78%

大腿部・股関節2.80% 3.50%
臀部0.49% 0.64%
腰部1.26% 0.00%
腹部0.09% 0.00%
背部0.05% 0.00%
胸部1.19% 0.00%

手・手指部19.08% 5.41%
手関節13.78% 18.15%
前腕部12.78% 25.48%
肘部1.85% 3.18%
上腕部1.40% 2.23%
肩部2.31% 4.46%
頸部0.05% 0.32%
顎部0.65% 0.32%
口部0.21% 0.00%
頬部0.19% 0.32%
耳部0.02% 0.00%
鼻部2.69% 1.27%
眼部0.49% 0.64%
前額部0.07% 0.00%
頭部0.47% 0.64%
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0 50 100 150 200 250 （件）

件数

親指

人差し指

中指

薬指

小指

負
傷
指



15

 

図 2-Ⅰ-3-(3)-1 中学校・高等学校等の体育授業中のバレーボール：骨折部位の割合 

    

 

 

 

（４） 短距離走による骨折事故

中学校・高等学校等の体育授業中の骨折事故の初回平均給付金額が 1 番目に高い短距離走につ

いて、骨折部位の割合を全てのデータで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを図 2-

Ⅰ-3-(4)-1 に示した。全体でも重症事故でも、大腿部・股関節が 30%以上を占めて最も多い。次に

重症な骨折に関連したキーワードの分析結果を図 2-Ⅰ-3-(4)-2 に示した。この結果から、リレーで

走っていた場合、勢いがつきすぎた場合、運動会の練習をしていた場合、他の生徒と接触した場合

に重症な骨折が起きていることが分かった。 

図 2-Ⅰ-3-(3)-3 中学校・高等学校等の体育授業中の 
バレーボール 

：重症な骨折に関連したキーワード 
 

図 2-Ⅰ-3-(3)-2 中学校・高等学校等の体育授業中の 
バレーボール 

：指別の骨折件数 
 

−100 −75 −50 −25 0 25 50 75 100
割合

骨折部位の割合（全体） 骨折部位の割合（給付金額2万円以上）
足・足指部5.33% 7.69%
足関節7.83% 20.00%
下腿部1.67% 12.31%
膝部0.54% 0.00%

大腿部・股関節0.13% 0.00%
臀部0.16% 0.00%
腰部0.32% 0.00%
腹部0.03% 0.00%
背部0.03% 0.00%
胸部0.57% 0.00%

手・手指部74.37% 32.31%
手関節3.85% 6.15%
前腕部2.10% 12.31%
肘部0.46% 1.54%
上腕部0.32% 0.00%
肩部0.46% 1.54%
頸部0.03% 0.00%
顎部0.30% 0.00%
口部0.11% 0.00%
頬部0.08% 1.54%
耳部0.03% 0.00%
鼻部0.78% 3.08%
眼部0.27% 1.54%
前額部0.03% 0.00%
頭部0.22% 0.00%
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（５） 跳箱運動による骨折事故

中学校・高等学校等の体育授業中の骨折事故の初回平均給付金額が 2 番目に高い跳箱運動につ

いて、骨折部位の割合を全てのデータで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを 図

2-Ⅰ-3-(5)-1 に示した。全体では、手・手指部が約 30%を占めて最も多く、次いで前腕部が約 20%

を占めて多い。重症事故では、前腕部が約 30%を占め最も多い。次に骨折した指ごとの件数を集計

した結果を図 2-Ⅰ-3-(5)-2 に示した。小指が約 35%を占めて最も多く、小指に近い指ほど骨折の頻

度が高い傾向が見られた。次に重症な骨折に関連したキーワードの分析結果を図 2-Ⅰ-3-(5)-3 に示

した。この結果から、床に強打した場合、バランスを崩して落下した場合、転倒して捻った場合、

手をついた場合に重症な骨折が起きていることが分かった。 

 

図 2-Ⅰ-3-(5)-1 中学校・高等学校等の体育授業中の跳箱運動：骨折部位の割合 

図 2-Ⅰ-3-(4)-2 中学校・高等学校等の体育授業中の 
短距離走 

：重症な骨折に関連したキーワード 

図 2-Ⅰ-3-(4)-1 中学校・高等学校等の体育授業中の 
短距離走 

：骨折部位の割合 

−100 −75 −50 −25 0 25 50 75 100
割合

骨折部位の割合（全体） 骨折部位の割合（給付金額2万円以上）
足・足指部6.21% 1.19%
足関節7.31% 2.38%
下腿部2.48% 5.95%
膝部3.17% 2.38%

大腿部・股関節34.07% 39.29%
臀部3.17% 2.38%
腰部15.86% 19.05%
腹部0.55% 2.38%
背部0.14% 0.00%
胸部0.55% 0.00%

手・手指部5.52% 4.76%
手関節5.24% 5.95%
前腕部6.76% 7.14%
肘部0.69% 0.00%
上腕部0.83% 1.19%
肩部5.66% 5.95%
頸部0.28% 0.00%
顎部0.28% 0.00%
口部0.14% 0.00%
頬部0.14% 0.00%
耳部0.14% 0.00%
鼻部0.41% 0.00%
眼部0.14% 0.00%
前額部0.14% 0.00%
頭部0.14% 0.00%

中学校・高等学校等の体育_短距離走

中学校・高等学校等の体育_跳箱運動
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（６） 中学校・高等学校等の体育授業中の骨折のまとめ

 骨折発生件数の上位 3 つの運動種目については、バスケットボール、バレーボールは、手を主に

使う運動のため、手指の骨折が多く、重症になりやすい。サッカー・フットサルは、転倒時に腕を

骨折する場合が多い。バスケットボール、バレーボールは、ジャンプと同時にボールを扱う必要が

あり、サッカー・フットサルは、走ったり、相手を避けたりしながら、ボールを扱う必要があり、

マルチタスクになるため、転倒や接触が起きやすいと考えられる。 

 初回平均給付金額の上位 3 つの運動種目については、短距離走は、大腿部・股関節の骨折が多

く、重症になりやすい点が特徴的である。跳箱運動とサッカー・フットサルは、転倒・転落時に、

地面に手をつく際の腕の骨折が多く、重症になりやすい。跳箱運動については、骨折部位や骨折の

発生状況は、小学校と類似しているが、中学校・高等学校になると、初回平均給付金額は高く、第

２位となっていることから、運動能力の向上によって、大きなエネルギーが発生しているためであ

ると考えられる。 

 

４ 中学校・高等学校等の運動部活動中の骨折事故について

（１） バスケットボールによる骨折事故

中学校・高等学校等の運動部活動中の骨折事故件数が１番目に多いバスケットボールについて、

骨折部位の割合を全てのデータで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを図 2-Ⅰ-4-

(1)-1 に示した。全体では、手・手指部が 50%以上を占めて最も多い。重症事故でも手・手指部が

最も多く約 20%で、次いで、鼻部、前腕部が約 15%となっている。次に骨折した指ごとの件数を

集計した結果を図 2-Ⅰ-4-(1)-2 に示した。小指が約 35%を占めて最も多い。次に重症な骨折に関連

したキーワードの分析結果を図 2-Ⅰ-4-(1)-3 に示した。この結果から、手を床についたり強打した

場合、バランスを崩して転倒した場合、転倒してぶつかった場合、他の生徒と接触した場合、鼻に

図 2-Ⅰ-3-(5)-3 中学校・高等学校等の体育授業中の 
跳箱運動 

：重症な骨折に関連したキーワード 

図 2-Ⅰ-3-(5)-2 中学校・高等学校等の体育授業中の 
跳箱運動 

：手指別の骨折件数  
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肘が当たった場合、ジャンプしてボールを取ろうとした場合に重症な骨折が起きていることが分

かった。 

 

 

図 2-Ⅰ-4-(1)-1 中学校・高等学校等の運動部活動バスケットボール：骨折部位の割合 

 

       
      

 

（２） サッカー・フットサルによる骨折事故

中学校・高等学校等の運動部活動中の骨折事故件数が 2 番目に多く、初回平均給付金額が 2 番

目に高いサッカー・フットサルについて、骨折部位の割合を全てのデータで算出したものと、重症

事故に絞って算出したグラフを図 2-Ⅰ-4-(2)-1 に示した。全体では、手・手指部が約 20%を占めて

最も多く、次いで、前腕部、手関節が多い。重症事故では、前腕部が約 30%を占めて最も多く、次

いで手関節が約 20%を占めている。次に骨折した指ごとの件数を集計した結果を図 2-Ⅰ-4-(2)-2 に

示した。小指が約 35%を占めて最も多く、それ以外の 4 指は同程度の頻度となっている。次に重

図 2-Ⅰ-4-(1)-3 中学校・高等学校等の運動部活動 
バスケットボール 

：重症な骨折に関連したキーワード 

図 2-Ⅰ-4-(1)-2 中学校・高等学校等の運動部活動 
バスケットボール 

：指別の骨折件数 

−100 −75 −50 −25 0 25 50 75 100
割合

骨折部位の割合（全体） 骨折部位の割合（給付金額2万円以上）
足・足指部4.65% 3.70%
足関節11.22% 11.39%
下腿部3.78% 6.07%
膝部1.56% 3.61%

大腿部・股関節0.49% 0.76%
臀部0.33% 0.00%
腰部1.16% 1.14%
腹部0.05% 0.00%
背部0.04% 0.09%
胸部1.19% 0.00%

手・手指部56.95% 21.92%
手関節4.93% 9.58%
前腕部5.03% 15.37%
肘部0.78% 2.66%
上腕部0.55% 1.99%
肩部0.90% 2.56%
頸部0.04% 0.00%
顎部0.46% 0.47%
口部0.26% 0.47%
頬部0.15% 0.57%
耳部0.03% 0.00%
鼻部4.85% 15.84%
眼部0.42% 1.14%
前額部0.05% 0.09%
頭部0.15% 0.57%
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症な骨折に関連したキーワードの分析結果を図 2-Ⅰ-4-(2)-3 に示した。この結果から、ボールの上

に乗って転倒した場合、地面に手をついたり強打した場合、ボールを追い掛けていた場合、ボール

を取り合ったり競り合っていた場合、他の生徒と接触した場合、足が引っ掛かった場合に重症な骨

折が起きていることが分かった。 

 

 
図 2-Ⅰ-4-(2)-1 中学校・高等学校等の運動部活動サッカー・フットサル：骨折部位の割合 

   
  

 

（３） 野球（含軟式）による骨折事故

中学校・高等学校等の運動部活動中の骨折事故件数が 3 番目に多く、初回平均給付金額が 3 番

目に高い野球（含軟式）について、骨折部位の割合を全てのデータで算出したものと、重症事故に

絞って算出したグラフを図 2-Ⅰ-4-(3)-1 に示した。全体では、手・手指部が約 40%を占めて最も多

い。重症事故でも、手・手指部が約 20%を占めて最も多く、次いで鼻部が多い。次に骨折した指ご

との件数を集計した結果を図 2-Ⅰ-4-(3)-2 に示した。親指が約 30%以上を占めて最も多く、それ以

図 2-Ⅰ-4-(2)-2 中学校・高等学校等の運動部活動 
サッカー・フットサル 

：指別の骨折件数 

図 2-Ⅰ-4-(2)-3 中学校・高等学校等の運動部活動 
サッカー・フットサル 

：重症な骨折に関連したキーワード 
 

−100 −75 −50 −25 0 25 50 75 100
割合

骨折部位の割合（全体） 骨折部位の割合（給付金額2万円以上）
足・足指部9.31% 3.66%
足関節8.42% 8.74%
下腿部4.38% 6.28%
膝部1.54% 1.46%

大腿部・股関節2.92% 1.31%
臀部0.61% 0.23%
腰部2.86% 1.39%
腹部0.17% 0.00%
背部0.02% 0.00%
胸部2.19% 0.39%

手・手指部19.86% 7.01%
手関節15.03% 19.72%
前腕部18.48% 30.89%
肘部1.57% 2.54%
上腕部2.02% 3.78%
肩部5.00% 4.97%
頸部0.05% 0.04%
顎部0.48% 0.69%
口部0.15% 0.15%
頬部0.23% 0.54%
耳部0.02% 0.00%
鼻部3.83% 4.70%
眼部0.49% 0.50%
前額部0.05% 0.19%
頭部0.35% 0.81%
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外の 4 指は同程度の頻度となっている。次に重症な骨折に関連したキーワードの分析結果を図 2-

Ⅰ-4-(3)-3 に示した。この結果から、ボールが直撃した場合、顔面や鼻にボールが当たった場合、

バッターがボールを打った場合、打球を取ろうとした場合に重症な骨折が起きていることが分か

った。 

 

図 2-Ⅰ-4-(3)-1 中学校・高等学校等の運動部活動の野球（含軟式）：骨折部位の割合 

  
        

 

（４） ラグビーによる骨折事故

中学校・高等学校等の運動部活動中の骨折事故の初回平均給付金額が 1 番目に高いラグビーに

ついて、骨折部位の割合を全てのデータで算出したものと、重症事故に絞って算出したグラフを図

2-Ⅰ-4-(4)-1 に示した。全体では、手・手指部が約 30%を占めて最も多い。重症事故では、足関節

が約 20%を占めて最も多く、次いで手・手指部が約 15%と多い。次に骨折した指ごとの件数を集

計した結果を図 2-Ⅰ-4-(4)-2 に示した。小指、薬指がやや多い傾向が見られる。次に重症な骨折に

図 2-Ⅰ-4-(3)-3 中学校・高等学校の運動部活動の 
野球（含軟式） 

：重症な骨折に関連したキーワード 
 

図 2-Ⅰ-4-(3)-2 中学校・高等学校等の運動部活動の 
野球（含軟式） 

：指別の骨折件数 

−100 −75 −50 −25 0 25 50 75 100
割合

骨折部位の割合（全体） 骨折部位の割合（給付金額2万円以上）
足・足指部4.14% 1.50%
足関節5.36% 7.70%
下腿部3.05% 4.42%
膝部1.42% 1.33%

大腿部・股関節1.20% 0.71%
臀部0.33% 0.00%
腰部3.62% 1.95%
腹部0.23% 0.18%
背部0.20% 0.00%
胸部2.24% 0.27%

手・手指部37.15% 21.15%
手関節5.39% 7.61%
前腕部5.16% 8.58%
肘部3.54% 4.51%
上腕部3.34% 3.63%
肩部2.56% 1.68%
頸部0.14% 0.18%
顎部2.81% 6.02%
口部0.91% 1.95%
頬部2.04% 2.92%
耳部0.12% 0.09%
鼻部9.58% 13.63%
眼部3.88% 5.13%
前額部0.22% 0.27%
頭部1.38% 4.60%
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関連したキーワードの分析結果を図 2-Ⅰ-4-(4)-3 に示した。この結果から、地面に落ちて身体を地

面にぶつけた場合、タックルを受けて転倒した場合、相手の膝が当たった場合、相手の身体が鼻に

当たった場合に重症な骨折が起きていることが分かった。 

 
図 2-Ⅰ-4-(4)-1 中学校・高等学校等の運動部活動のラグビー：骨折部位の割合 

    

          

  

（５） 中学校・高等学校等の運動部活動中の骨折のまとめ

 骨折発生件数の上位 3 つの運動種目については、バスケットボールとサッカー・フットサルは、

転倒時の腕や手指部の骨折が多く、重症になりやすい。野球（含軟式）は、ボールとの接触によっ

て、手指の骨折が多く、重症になりやすい。バスケットボールとサッカー・フットサルは小指の骨

折が多く、野球（含軟式）は親指の骨折が多いことが特徴的である。 

  初回平均給付金額の上位 3 つの運動種目については、ラグビーは積極的に選手同士の接触が発

生するため、骨折発生状況が他と異なり、初回平均給付金額も他と比べて顕著に高いことが特徴的

である。 

図 2-Ⅰ-4-(4)-3 中学校・高等学校等の運動部活動の 
ラグビー 

：重症な骨折に関連したキーワード 

図 2-Ⅰ-4-(4)-2 中学校・高等学校等の運動部活動の 
ラグビー 

：指別の骨折件数 

−100 −75 −50 −25 0 25 50 75 100
割合

骨折部位の割合（全体） 骨折部位の割合（給付金額2万円以上）
足・足指部5.40% 3.56%
足関節9.68% 20.67%
下腿部5.65% 6.41%
膝部2.17% 1.43%

大腿部・股関節0.84% 1.19%
臀部0.32% 0.48%
腰部1.75% 0.48%
腹部0.32% 0.00%
背部0.11% 0.00%
胸部3.37% 0.71%

手・手指部31.01% 15.91%
手関節4.45% 5.23%
前腕部5.51% 8.08%
肘部0.91% 1.43%
上腕部1.19% 0.95%
肩部11.50% 13.78%
頸部0.21% 0.24%
顎部1.19% 1.19%
口部0.18% 0.71%
頬部0.81% 1.90%
耳部0.04% 0.00%
鼻部8.42% 9.03%
眼部3.82% 5.23%
前額部0.07% 0.24%
頭部1.09% 1.19%
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