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はじめに

学校における体育活動は、生涯にわたる豊かなスポ－ツライフを実現する

資質や能力を育てる基盤であり、 年に開催される東京五輪・パラリン

ピックを契機に国民のスポ－ツへの関心が高まり、スポーツの振興に向け、

その活動の充実が期待されています。

一方で、毎年体育活動中の事故により死亡等の重大な事故が継続して発生

しており、同様の事故が生じないよう、事故の未然防止の取組強化が求めら

れています。

独立行政法人日本スポーツ振興センターは、本年度、文部科学省から

の委託事業として「スポ－ツ事故防止対策推進事業」を実施いたしました。

本事業は、学校体育活動中における事故防止の意識啓発及び更なる取組の

充実に資するよう、近年発生した重大な事故事例の発生原因・背景・再発防

止のために留意すべき点や方策について、医療関係者・大学・スポ－ツ関係

者等と連携して分析・研究を行って参りました。

本成果報告書は、『学校でのスポ－ツ事故を防ぐために』という主題の下

開催した、セミナーの内容についてまとめたものです。

教育委員会をはじめ、学校・スポ－ツ関係団体等の関係者が、調査研究の

成果や全国的な事故事例・事故防止に関する最新の知見等について、情報を

共有するとともに、学校体育活動中における事故防止対策の充実のために活

かされることを心から期待しております。

平成 年 月 日

独立行政法人日本スポーツ振興センター
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―【基調講演】（各会場共通）―

スポーツ事故防止対策推進事業の概要

東京女子体育大学 教授 戸田 芳雄

＜講演要旨＞

Ⅰ事業の趣旨

文部科学省委託事業スポーツ事故防止対策推進事業の趣旨は、体育活動中の事故による死亡等

の重大な事故について、同様の事故が生じないよう、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、指導等で参考となるための取組を行うものです。

災害の現地調査を含め、重大なスポーツ事故事例の発生の背景や要因、再発防止のために留意

すべき点や方策について、医療関係者等と連携して把握・分析・研究を行い、事故防止に関する調査

研究の成果等を教育委員会、学校等と情報共有し、必要な取組や相互連携について研究協議、スポ

ーツ事故防止のための資料作成等を行うものである。

Ⅱ事業の実施期間 平成 年 月上旬～平成 年３月 日

Ⅲ組織等

文部科学省の委託事業である「スポーツ事故防止対策事業」の調査研究実施機関として、独立行

政法人日本スポーツ振興センター内に「スポーツ事故防止対策協議会」を設置（平成 年７月）

委員会は、医師、歯科医師、各競技団体、中体連・高体連・高野連などの教育団体、教育委員会、

学校教育関係者、安全教育研究者など 名で構成した。

Ⅳ事業の経過

スポーツ事故事例等の把握

体育活動における死亡・重障害事故の傾向を把握するため、平成 年度～平成 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 例（死亡 例、重障害 例）を対象と

した他、障害見舞金（第１級～第 級）を給付した事例 例も対象とし幅広く傾向を分析した。

また、了解を得られた７事例について、委員による現地調査を行った。

スポーツ事故防止対策協議会 
（外部有識者で構成）

②把握・分析・研究

重大事故事例等

相互

連携①現地調査

教育委員会、学校、スポーツ団体、医療機関等

④研究協議

③ 研究成果等の共有

セミナーの開催

会場：福岡、東京、大阪

時期： 年 月～ 月
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Ⅴ調査結果の概要（抄）

今回の「スポーツ事故防止対策推進事業」に当たっては、繰り返し発生する重大な事故に関する災

害報告書等の内容を精査するとともに、スポーツ、医学、歯学の専門家が重大なスポーツ事故が発生

した現地を訪問し、学校関係者等から事故時の状況、事故後の対応等について、直接、聴取し協議を

行った。この結果、スポーツ活動での事故 以下、「スポーツ事故」という。 の発生には「主体の要因」、

「運動の要因」、「環境の要因」が関わり合っていることが明らかになった。

また、スポーツ事故の発生と防止に関するものとして、指導や管理の進め方、研修や共通理解に基

づく組織的な取組みなどが事前の事故防止や事後の対応に影響を与えていることが分かった。

競技の特性に関わる事項や現地調査の結果等については、必要に応じて特別講演の講師やパネ

リストにご紹介いただくこととし、ここでは割愛する。

Ⅵ類似の事故を繰り返さないためのポイント

本調査研究の結果を分析・検討した結果、本協議会設置の目的である重大な類似の事故を繰り返

さないためのポイントをまとめると以下のようになる。

Ⅶその他

今回のスポーツ事故対策推進事業の調査を実施して、時間の経過とともに情報が稀薄で不確かと

なり、事故発生の状況や当時の本人や関係者の動きなどが余り良く分からず、有効な対策を立てるこ

とが困難になっていることを痛感した。他に、ゴールポストの構造の改善など各学校等だけでは対応し

にくい大きな課題があることにも気付かされた。今後の継続した調査研究や検討が必要と考える。

また、「スポーツでけがをするのは当たり前」、「運が悪い」などと片付けずに、セーフティプロモーシ

ョンの考え方である「事故や事件などによる外傷は予防できる」という基本理念のもと、教師や指導者、

児童生徒、保護者や関係団体、行政等が協働し、安全に安心して暮らせる学校や地域づくり（安全文

化の創造）を進めていこうとする考え方を共有することが必要である。

けがを防止し安全を確保することで、個人やチームのパフォーマンスの向上や学校生活・日常生活

の （生活の質； ）の維持が図れることにも留意したい。

最後に、日本スポーツ振興センターには事故防止に係る資料が多数ある。調査報告書では、『体育

活動における頭頚部外傷の傾向と事故防止の留意点』『体育活動における熱中症予防』『課外指導に

おける事故防止対策』等や災害給付データを年度でまとめた『死亡・障害事例と事故防止の留意点』

などである。

安全教育を行なう上で、これらの資料を是非、活用していただきたい。

１．事故防止と安全確保に必要な基本的な姿勢を確立する

２．正しい技術の習得や体幹強化のトレーニング等を十分行う

３．安全指導は、競技の特性や過去の事故事例を踏まえて、効果的に行う

４．試合も安全指導（教育）の場と捉えて対応する

５．学校保健安全法に基づいた健康管理（健康診断、健康観察と事後措置）を徹底する

６．長時間の練習や合宿、試合などでは、安全に特に配慮する

７．：ＥＤは、積極的に使用する

８．的確な判断と迅速な実施ができるよう心肺蘇生法の研修を行う

９ 過去の事例を元にした研修の実施及び校内の体制を確立する

教育委員会や各体育・競技団体等と連携した取組みを進める

＜事業概要＞

Ⅰ 現地調査の実施

スポーツの重大事故等について、事故の要因、背景等を把握するため、現地調査を全国で７

箇所実施した。（平成 年８月～ 月）

Ⅱ スポーツ事故防止対策推進会議（セミナー）の開催

スポーツ事故防止に関する調査研究の成果等を教育委員会、学校等と情報共有し、必要な取

組みや相互連携について情報の共有を図るため「学校でのスポーツ事故を防ぐために」を共通テ

ーマにセミナーを行った。（福岡、東京、大阪の３会場で、合計 名の参加者が受講した。）

＊平成 年 月 日（月） 福岡会場 ： ホテル福岡ガーデンパレス

＊平成 年 月 日（木） 東京会場 ： 国立オリンピック記念青少年総合センター

＊平成 年 月 日 （金） 大阪会場 ： 大阪リバーサイドホテル

Ⅲ スポーツ事故防止のハンドブック・映像資料の作成

事故防止対策のための指導者向けハンドブックや解説集並びにスポーツによる突然死、頭頚

部外傷等、重大事故の防止を図るための映像資料を作成し、全国の学校等に配布した。

＊スポーツ事故防止ハンドブック 判（ポケットサイズ） ページ
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（配布先：全国の教育委員会、中学校、高等学校等）

＊スポーツ事故防止 約 分

・運命の 分間 その時あなたは ～突然死を防ぐために～

・体育活動による頭部・頸部の外傷 ～発生時の対応～
体育活動による頭部・頸部の外傷 は、 の 「学校安全 上でも配信
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基調講演 戸田芳雄 氏 東京女子体育大学 教授

特別講演 紙谷 武 氏 東京新宿メディカルセンター整形外科医長、全柔連医科学･強化委員
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10 11

本文1-学校でのスポーツ事故を防ぐために_成果報告書-2折裏4C.indd   10 2015/03/16   10:21:10



Ⅴ調査結果の概要（抄）
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1

基調講演

平成26年度文部科学省委託事業

「スポーツ事故防止対策事業」の概要

戸 田 芳 雄
東京女子体育大学教授

学校安全教育研究所代表

【事業の趣旨】

体育活動中の事故による死亡等の重大な事故
について、同様の事故が生じないよう、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、指導等で参考となるための取組み
を行う。

＊要するに、スポーツ活動での死亡等の重大な

事故を繰り返さないために、調査・検討を行い、指
導を改善するための情報を共有する！

【事業の概要】

◆ 重大な事故事例の発生の背景や要因、再発
防止のために留意すべき点や方策について、医
療関係者等と連携して「把握・分析・研究」を行う。

◆ 事故防止に関する調査研究の成果等を教育

委員会、学校等と情報共有し、必要な取組や相
互連携について研究協議を行う。

【委員の構成】 28名（敬称略）
氏名 所 属

戸田 芳雄 (委員長） 東京女子体育大学

山中 龍宏（委員長代理） 独立行政法人産業技術総合研究所 （緑園こどもクリニック）

鮎沢 衛 日本大学医学部

五十嵐 隆 独立行政法人国立成育医療研究センター

井口 信二 全国学校安全教育研究会 （東京都葛飾区立花の木小学校）

池戸 成記 公益財団法人全国高等学校体育連盟 （東京都立町田高等学校）

伊藤 静夫 公益財団法人日本体育協会スポーツ科学研究室

大橋 洋輝 東京慈恵会医科大学

岡田 知雄 神奈川工科大学

金岡 恒治 公益財団法人日本水泳連盟 （早稲田大学スポーツ科学学術院）

紙谷 武 公益財団法人全日本柔道連盟 （JCHO東京新宿メディカルセンター）

神成 真一 公益財団法人日本中学校体育連盟 （東京都八王子市ひよどり山中学校）

田名部 和裕 公益財団法人日本高等学校野球連盟

長嶋正實 愛知県済生会リハビリテーション病院

西田 佳史 独立行政法人産業技術総合研究所

羽田 聡 全国都道府県体育・スポーツ・保健・給食主管課長協議会
（埼玉県教育局県立学校部保健体育課）

檜垣高史 愛媛大学医学部附属病院

松原 正男 東京女子医科大学

道永 麻里 公益社団法人日本医師会

武者 春樹 聖マリアンナ医科大学

村岡 宜明 公益社団法人日本歯科医師会

村木久美江 国士舘大学

望月 浩一郎 虎ノ門協同法律事務所

安井 利一 明海大学

渡辺 一郎 東京都市大学

渡邉 正樹 東京学芸大学

川原 貴 国立スポーツ科学センター(内部委員）

奥脇 透 国立スポーツ科学センター(内部委員）

【事業の主な経過】
Ⅰ 学校管理下におけるスポーツ事故事例等の傾向把握
◆ 体育活動における死亡・重障害事故の傾向把握

730例（死亡558例、重障害172例）
・平成10年度～平成25年度
・体育活動（体育の授業、運動部活動、体育的行事等）における
事故で死亡見舞金、障害見舞金（第1級～第3級）を給付した事例

◆ 全体的な障害事故の傾向把握
1998例（障害見舞金）

・平成16年度～平成25年度
・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、災害共済給付の障害見舞金（第1級～第14級）を給付した事例

Ⅱ 現地調査
◆ 重大事故事例等の現地調査による事故発生の要因、背景、防止策等の検討

7例 （熱中症2例、突然死2例、頭頸部外傷2例、体育施設関連事故1例）
８月～１０月 （最近の死亡・重障害事故で、関係者の承諾が得られた事例）

Ⅲ セミナー開催
共通テーマ 「学校でのスポーツ事故を防ぐために」 福岡、東京、大阪
本調査研究の成果及び必要な取組や相互連携についての情報の共有

成果物紹介

「スポーツ事故防止ハンドブック」
（A6 判 24 ページ）

「スポーツ事故防止 Q&A 解説集」
（A4 判 24 ページ）

「その時あなたは」
（DVD 約16 分）
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【成果の一例】

◆事故の発生要因

スポーツ活動での事故の発生には、「主体の要因」，「運動の要因」，「環
境の要因」が関わり合っていることが分かった。

発生要因 主 な 内 容

主体の要因

スポーツ(運動)を実践している本人の
・体格，体力・運動能力，技術レベル，
・危険な行為（ルール違反，故意等），
・不注意，自信過剰，焦り，不安，
・疲労などの体調不良，暑さへの不慣れ，衣服等の状況

など心理的，身体的状況

運動の要因

スポーツ（運動）の各種目の特性や競技方法(装備等も含む)・内容・
程度・時間等

・走，跳，投，蹴，泳，受け身（倒れ方）等の各動作
・相手チームとの技能差等の状況
・装備、運動の実施時間，水分補給や休憩の取り方，
・対戦(練習)相手の選び方

など運動実施にかかわる不適切な状況

環境の要因

スポーツ（運動）の施設設備，用具，自然条件等
・体育館，グラウンド，道場，コート，プール等の体育施設々備や
用具等の破損・故障・不備などや広さと実施人数の不適，
・他者の危険な行為，
・天候，気象の急速な変化，高温，多湿，炎天下といった自然
条件

など周辺状況の不備・不適切な状況

スポーツ事故の未然防止、発生時の対応及び事後措置

スポーツの指導や管理の進め方，研修や共通理解に基づく組織的
な取組などが、事前の事故防止や事故発生時及び事後の対応に影
響を与えていることが分かった。

① スポーツの事故防止に関する理解と危機管理の視点
を踏まえた日常の安全管理及び指導の実施

② スポーツの各種目の正しい指導方法・内容・ルール，
審判の方法の理解と徹底

③ 健康診断結果の把握と事後措置及び関係者の情報
の共有

④ 緊急連絡及び救急体制の確立及び救急用品・AED等
の整備と活用

⑤ 事前，運動中，事後の健康観察
⑥ 異常の発見，的確な判断と迅速な事後措置の実施

類似の事故を繰り返さないためのポイントのまとめ

１．事故防止と安全確保に必要な基本的な姿勢を確立する。

２．正しい技術の習得や体幹強化のトレーニング等を十分

行う。

３.安全指導は，競技の特性や過去の事故事例を踏まえて，

多様な教材等を活用し、効果的に行う。

４. 試合も安全指導（教育）の場と捉えて対応する。

５．学校保健安全法に基づいた健康管理（健康診断，健康

観察と事後措置）を徹底する

６．長時間の練習や合宿，試合などでは，疲労の

蓄積等に対応した 安全対策に特に配慮する。

７. ＡＥＤは，迅速かつ積極的に使用する。

８．的確な判断と迅速な実施ができるような心肺蘇生法

の研修を行う。

９. 過去の事例を元にした研修の実施及び校内の体制を

確立する。

10.教育委員会や各体育・競技団体等と連携した取組を

進める。

類似の事故を繰り返さないためのポイントのまとめ 基本的に捉えておきたい事柄

①スポーツ事故防止対策のもつ多面的な意義

◆ （自他の）当面の事故を防止する。

◆ 当面の事故を防止する中で、生涯にわたる安全能力

の基礎を培う。

・危険予測・危機回避できる力の育成

・安全な環境の維持と必要な改善の努力

「守ること」と「育てること」の両面から

◆ 個人及び集団等のパフォーマンスの向上に資する。

◆ 一人一人の生涯にわたる生活の質（QOL；Quality of
Life)の向上に資する。

3

②危機管理の充実

◆日常の指導・活動で、危機管理の２側面を意識する。

＊指導者と生徒等の双方が危機管理を行うよう習慣づける。

◆重要管理点方式（ＨＡＣＣＰ）に学ぶ。

予め時期と内容を定め、重要事項について必要な

点検・評価を行う。（日常に流されない、マンネリ化×）。

＊過去の事例を，時間的に遡って，原因を分析し、対策を講じる。

参考 HACCP（重要管理点方式）とは

HACCPは1960年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために開発
された食品の衛生管理の方式です。

従来は「食品の安全性」とは、製造する環境を清潔にし、きれいにす

れば安全な食品が製造できるであろうとの考えのもと、製造環境の整備
や衛生の確保に重点が置かれてきました。

そして、製造された食品の安全性の確認は、主に最終製品の抜取り
検査（微生物の培養検査等）により行われてきました。

・抜き取り検査だけの場合、危険な食品が、市場に出て食中毒を引き起
こす可能性を排除することができません。
・これに対してHACCP方式は、これらの考え方ややり方に加え、原料の入
荷から製造・出荷までのすべての工程において、あらかじめ危害を予測
し、その危害を防止（予防、消滅、許容レベルまでの減少）するための重
要管理点（CCP）を特定して、そのポイントを継続的に監視・記録（モニタリ
ング）し、異常が認められたらすぐに対策を取り解決するので、不良製品
の出荷を未然に防ぐことができるシステムです。

＊スポーツ事故防止のための重要な管理点と点検評
価する内容・方法を確立する努力が必要です。

【参加者からの主な質問】

ア 頭頸部外傷、特に脳震盪への対応の方法

イ 熱中症の具体的な予防や注意点（部活動、暑い時期の体育）

ウ 体育施設や遊具での事故防止等の留意点

ヱ スポーツ事故の実態（時期、運動種目毎の特徴、成長期の

運動）

オ 日常生活や体育・スポーツ活動でのけがの実態や留意点

カ トップアスリートのけがの防止

キ 組み体操の安全

＊ ア～カについては、可能な範囲内で講演やパネルデスカッション

で触れさせていただきます。

なお、スポーツ振興センターの関連する資料を次に紹介します

ので、ご参照下さい。
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