東 京 会 場

Ⅲ

東京会場

１特別講演
講演要旨
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』

２パネルディスカッション
パネリスト発言要旨
A

大畑

大介氏

『トップアスリートのケガ防止
～ 2 度のアキレス腱断裂を乗り越えて～』

B

武者

春樹氏

『突然死防止のための心臓病検診・AEDの重要性』

C

平沼

智氏

『体育活動時等における事故対応テキスト～ ASUKA モデル～』

D

渡邉

正樹氏

『スポーツ事故防止のための学校危機管理』
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―【特別講演】東京会場―㻌

㻌

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㻌
㻌
明海大学㻌 学長㻌 安井㻌 利一㻌


＜講演要旨＞㻌
㻌
Ⅰ㻌 学校安全とスポーツ外傷への取組㻌
「スポーツ基本計画」（平成 㻞㻠 年３月文部科学省）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。㻌
また、平成 㻞㻜 年６月に学校保健法が学校保健安全法に 㻡㻜 年ぶりに改正され、その第 㻞㻢 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（以下この条及び第二十九条第三項において「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（同条第一項及
び第二項において「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。㻌
学校において危険の防止が必要欠くべからざるものとなり、特に生活安全、交通安全そして災害安
全（防災）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。㻌
（Ⅰ）体育活動における傷害事故の傾向㻌
平成 㻝㻢 年度～平成 㻞㻡 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、災害共済給付の障害見舞金（第１級～第 㻝㻠 級）を給付した事例 㻝㻥㻥㻤 例を対象とす
る。㻌
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 㻞㻢㻚㻤％を占めている。㻌
学校の管理下における歯の障害の傾向については、近年、減尐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 㻞㻜％～㻞㻡％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。㻌
（Ⅱ）学校の管理下における歯・口の外傷㻌
学校の管理下での歯・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。㻌
㻌
Ⅱ㻌 スポーツ外傷への安全学習㻌
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
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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。㻌
安全教育のアプローチ㻌
①ルールの理解及びフェアプレーの精神の育成㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 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。㻌 㻌
②技術の習得㻌 㻌
幼尐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。㻌 㻌
③施設設備ならびに用具の管理㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 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。㻌 㻌
④予見学習㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 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。㻌 㻌
⑤安全具の使用㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 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。㻌 㻌
㻌
Ⅲ㻌 安全管理とマウスガード（安全具）㻌
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。㻌
（Ⅰ）マウスガードの種類㻌
マウスガードは、その作製方法からストックタイプ、マウスフォームドタイプ、そしてカスタムタイプの３
種類がある。この中で、我が国で普及しているのは、マウスフォームドタイプとカスタムタイプである。㻌
①マウスフォームドタイプ㻌
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。㻌
②カスタムタイプ㻌
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、
違和感が尐なく、呼吸の問題もなく、発音障害なども尐ない。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。㻌
（Ⅱ）マウスガードを装着する前の指導㻌
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。㻌
①取り扱いについて㻌
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。㻌
②調整について㻌
マウスガードは装着後に調整が必要である。装着後の１ヶ月以内、３ヶ月、６ヶ月そして１年と定㻌
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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。㻌
③装着に当たっての指導㻌
また、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。㻌
ア㻌 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。㻌
イ㻌 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。㻌
ウ㻌 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。㻌
エ㻌 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。㻌
オ㻌 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。㻌
カ㻌 むし歯や歯周病は装着前に治療を完了しておくこと。㻌
キ㻌 定期的（１年に２回程度）にチェックをうけること。㻌
ク㻌 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。㻌
（Ⅲ）マウスガードの効果㻌
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・口腔粘膜棟に対する外傷予防効果はオッズ比で 㻜㻚㻥㻠㻝（㻥㻡㻑信頼区間：㻜㻚㻤㻥㻡㻙㻜㻚㻥㻤㻥）
（ｐ＜㻜㻚㻜㻡）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 㻝㻚㻢－㻝㻚㻥 倍高くなるとしている。㻌
㻌
Ⅳ㻌 学校安全と学習効果㻌
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。㻌
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。㻌
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講演時に使用した資料
学校安全の推進に関する計画（平成24年4月27日）

「学校でのスポーツ事故を防ぐために」セミナー

学校安全教育
○安全に関する知識、行動する力が課題
○指導時間の確保と教育手法、指導体系の整理

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

☆学校教育の充実
・安全に関する知識とともに行動する態度の
視点
・学校安全の指導時間確保、より有効な教育
手法導入
・東日本大震災の教訓を踏まえた安全教育
→安全教育による安全文化の構築

学校安全管理
○学校管理下の事故は増加傾向
○不審者侵入、交通事故への対応も課題
○東日本大震災の教訓を踏まえた自然災害に
よる被害軽減の取組

☆学校安全体制整備
・学校内の安全体制の確立（施設設備・組織的取
組)
・地域や家庭と連携した安全体制の確立

→事件・事故災害による被害減少

ｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの考えに基づいた施策展開
・事件・事故災害に関する情報収集体制の整備・充実
・実証的な安全管理につなげる分析調査機能の強化
・優れた取組事例（ISSなど）の推奨
→実証的で科学的な学校安全の取組推進

○負傷
減少傾向
○死亡
ゼロとなるよう
最大限努力

総合的かつ効果的な学校安全に係る取組の推進

明海大学 学長 安井利一

体育活動における死亡・重障害事故
平成10年度～平成25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709例（死亡538例、重障害171例）

学校保健活動での「他律的健康づくり」から「自律的
健康づくり」への変容を学校安全に。
概念としての健康と安全

日本スポーツ振興センター資料

スポーツ基本計画の策定について
（中間報告）
平成２４年１月３０日

第３章 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組むべき
施策

中央教育審議会
スポーツ・青少年分科会

○ 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。

１．学校と地域における子どものスポーツ機会の充実

スポーツ基本法は、スポーツを取り巻く現代的課題を踏まえ、スポーツに関する基本理
念を定め、国・地方公共団体の責務やスポーツ団体等の努力等を明らかにするとともに、
スポーツに関する施策の基本となる事項を規定するものである。
同法は、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であるとす
るとともに、スポ－ツが、青少年の健全育成や、地域社会の再生、心身の健康の保持
増進、社会・経済の活力の創造、我が国の国際的地位の向上等国民生活において多
面にわたる役割を担うことを明らかにしている。今後のスポーツの推進に当たっては、
体を動かすという人間の本源的な欲求に応え、精神的充足や楽しさ、喜びをもたらすと
いうスポーツの内在的な価値とともに、前述のようなスポーツが果たす役割を常に念頭
におく必要がある。

○ 独立行政法人日本スポーツ振興センターは、災害共済給付業務から得られ
る学校の管理下における災害事例について、医学・歯学等の専門家と連携しつ
つ、調査・分析を行い、学校関係者等に情報提供を行う。
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学校保健安全法

２．若者のスポーツ参加機会の拡充や高齢者の体力つくり支援等ライフステージに
応じたスポーツ活動の推進

最終改正：平成20年6月18日法律第73号

○ 国は、独立行政法人、大学・研究機関、スポーツ団体、民間事業者等と連携を図り
つつ、全国的なスポーツ事故・外傷・障害等の実態を把握し、その原因を分析して、ス
ポーツ事故・外傷・障害等の確実な予防を可能にするスポーツ医・科学の疫学的研究
の取組を推進する。

（学校安全に関する学校の設置者の責務）
第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、そ

○ 国立スポーツ科学センターは、開発した高度なスポーツ医・科学の研究成果をス
ポーツ事故・外傷・障害等の防止等に活用し、人々の日常のスポーツ活動に広く還元
する。

の設置する学校において、事故、加害行為、災害等（以下この条及び第二
十九条第三項において「事故等」という。）により児童生徒等に生ずる危険

○ 地方公共団体においては、スポーツ医・科学の成果を地域スポーツの様々な場面
で活用できるよう、スポーツ事故・外傷・障害等に関するデータの整備・提供や、研究者
を講師とする研修等において研究成果の普及・啓発を図ることが期待される。

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
（同条第一項及び第二項において「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

○ 国、地方公共団体及びスポーツ団体等は、スポーツ指導者やクラブマネジャー、ス
ポーツイベントの主催者、スポーツ施設の管理者等を対象として、スポーツ事故・外傷・
障害等に関わる最新のスポーツ医・科学的知見を学習するための研修やスポーツ用
具の定期的な点検及び適切な保管管理に関する啓発の機会を設けるなど、スポーツ
事故・外傷・障害等を未然に防止するための取組を推進する。

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。

学校安全の題材から生涯にわたる安全に対する態度・
習慣を育成する

学校安全は、児童生徒等が、自他の生
命尊重を基盤として、自ら安全に行動し、
他の人や社会の安全に貢献できる資質
や能力を育成するとともに、児童生徒等
の安全を確保するための環境を整える
ことをねらいとしている。

生活安全とスポーツ
交通安全
災害安全

歯・口腔の外傷予防から
学校安全（安全管理と安全教育）を学ぶ

安全教育・安全管理と題材

教育題材としてのスポーツと安全
中学生・高校生

安全教育
児童生徒等が安全に関する問題について、興味・関心
をもって積極的に学習に取り組み、思考力・判断力を身
につけ、安全について適切な意志決定や行動選択がで
きるように工夫する。
安全管理
事故の要因となる学校環境や児童生徒等の学校生活
等における行動の危険を早期に発見し、それらの危険
を速やかに除去するとともに、万が一、事件・事故災害
が発生した場合には、適切な応急手当や安全措置がで
きるような体制を確立して、安全の確保を目指して行わ
れる。

中学生
１．事故とのかかわりが意識されるような教育内容と
題材の提供
２．自己管理の観点や社会生活全般の技能習得とい
う観点からアプローチ方法を工夫
高校生
１．行動の模範
２．加害者にならない強い意識

2
72

本文3-学校でのスポーツ事故を防ぐために_成果報告書-1C.indd

72

2015/03/16

10:19:08

安全教育の目標

安全管理の方法

１．日常生活における事件・事故災害や犯罪被害等の
現状、原因及び防止方法について理解を深め、現在
及び将来に直面する安全の課題に対して、的確な思
考・判断に基づく適切な意志決定や行動選択ができる
ようにする。
２．日常生活に潜む様々な危険を予知し、自他の安全
に配慮して安全な行動をとるとともに、自他の危険な
環境を改善することができるようにする。
３．自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重
要性を認識して、学校、家庭及び地域社会の安全活
動に進んで参加・協力し、貢献できるようにする。

１．事故の発生状況や原因・関連要因等
の把握
２．行動や場所の規制
３．情緒の安定及び良好な健康状態の把
握
４．安全管理と安全指導

（４）予見学習

（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。

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。

（５）安全具の使用

（２）技術の習得

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。

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。

一つ目はデータ（エビデンス）
日本スポーツ振興センターの「障害見舞金」制度は、外傷によって障害を残すよ
うな大きな外傷に対して給付される見舞金である。例えば、歯の外傷では第14
級として「3歯以上の歯に欠損補綴や歯冠修復を加えた場合（前歯2歯欠損の場
合も認める）」に始まり、第13級が「5歯以上」というように欠損補綴の歯数によっ
て第10級まで見舞金を給付している。

障害件数

歯
牙

小学校
中学校
高等学校
高等専門学校

小計
全障害件数
割合(%)

H19
12
33
80
2
127
497
25.6

H20
9
21
76
1
107
465
23.0

H21
11
21
70
0
102
463
22.0

H22
22
19
63
1
105
467
22.5

H23
7
14
69
3
93
381
24.4

自分は大丈夫！ではない
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子どもたちはどのように思うだろうか

？防ぐ方法はあるの？

歯の外傷は前歯に集中している

4
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二つ目は適切な安全具と効果

（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。

マウスガードの効果を知ろう！

歯冠中央部位

歯冠切端部位

MG装着

歯冠歯頸部部位

5
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結果
口腔外傷経験と関連因子（分析②）

結果
口腔外傷経験と関連因子（分析②）
グループ①

学年

グループ②

オッズ比：1.215
95%CI：1.018-1.449

MG着用率

CMG着用率

口腔外傷の経験
オッズ比：0.993
95%CI：0.987-0.999

口腔外傷の経験
オッズ比：0.941
95%CI：0.895-0.989

青：p<0.05で有意に正の影響
赤：p<0.05で有意に負の影響

赤：p<0.05で有意に負の影響

CMG着用率が増えると口腔外傷が減少する可能性が示唆
された。

MG着用率が増加すると口腔外傷が減少する可能性が示唆され
たが、高学年者の心理状況や、練習頻度の違い等について考
慮する必要がある。

（日本スポーツ歯科医学会）
（日本スポーツ歯科医学会）

学習の概要
１月

１月

１月

２月
安全に関する意識調査（
五回目）

安全に関する意識調査（
四回目）

評価

評価

教育

評価

ゲストティーチャーの授業

安全に関する意識調査（
三回目）

評価

評価

カスタムタイプの装着（
歯科医師会協力） 教育

１週

安全に関する意識調査（
二回目）

安全に関する意識調査（
一回目）

学校安全と学習効果

ゲストティーチャーとの授業と体験実習 教育

3日

質問8の１

2.65
2.6
2.55
2.5

安全意識調査の結果

2.45
2.4

（対象59名）

2.35
2.3
2.25
1回

2回

3回

4回

5回

「スポーツによって起こるケガに関心がある」
点数が低くなるほど、ケガへの関心が高まる。マウスガード
を使用した教育によって着実に関心が増加する。5回目は
2ヶ月空いて少し戻る傾向が認められる。

1
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質問8の３

質問8の６

3.5

2.5

3.4

2.45
2.4

3.3

2.35
3.2

2.3

3.1

2.25
2.2

3

2.15
2.9
1回

2回

3回

4回

2.1

5回

1回

「スポーツをする時には、ケガの防止について仲間で話し合うことがある」

2回

3回

4回

5回

「スポーツ用具を選ぶ場合、より安全な用具を選ぶようにしている」

点数が低くなるほど、話し合う。3回目までは変化が見られず
既製のマウスガード体験ではケガの防止に対する効果に疑
問があるのかもしれない。カスタムに移行してから話し合う傾
向が出てきた。

点数が低くなるほど、安全な用具を選ぶ。マウスガードを知
ることによって著しく安全用具に対する意識が向上したと考
えられる。

質問8の８

質問8の７

2.65

2.45

2.6

2.4

2.55

2.35
2.5

2.3
2.45

2.25
2.4

2.2
2.35

2.15

2.3
1回

2.1
1回

2回

3回

4回

2回

3回

4回

5回

5回

「スポーツをしている時、ケガをしないように他の人に注意することがある」

「スポーツをしている時、自信を持って安全に行動している」

点数が低くなるほど、他の人に注意する。安全の授業を受けて2回
目に低下するが、既製マウスガードで元へ戻る。しかし、カスタム
に移行してから注意することが増加してきた。安全に対する基本
的な態度が培われてきていると思慮される。

点数が低くなるほど、自信を持って行動する。安全の授業により安全な
行動の基本的な考えを理解して数値は下がるが、既製のマウスガードで
装着の問題ある場合があり、やや戻る。しかし、カスタムタイプで再び安
全な行動に対して自信を持つようになる。

三つ目は周囲の適切な対応

☆スポーツ外傷を予防しましょう
☆マウスガードを利用しましょう
☆けがをしたら最小限に抑える

子どもたちはどのように思うだろうか

？それでもケガしたら？
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保存可能時間の比較

牛乳
市販の保存液

歯が抜けた！

保存状態

保存可能時間

乾燥状態

30分

精製水

30分

生理的食塩水

１～2時間

唾液

1時間

牛乳

24時間

歯牙保存液「ネオ」

48時間

応急手当
歯・口のけがの応急手当で重要なことは『抜けたり折れたりした歯を乾燥させ
ず、いかに早く元に戻すか』である。（特に、抜けてしまった場合には歯根にはさ
わらないように注意し、可能な限り30 分以内に、歯科医院等で処置できるように
したい）
また、「歯・口のけが」は、歯だけ単独の傷害は少なく、歯肉のほか、顔や顎の
骨、口唇や小帯などの軟組織の負傷の有無など、全体的な確認も忘れずに行う。

歯の再植には

★応急手当のポイント★
① 抜けたり、破折したりした時は、その歯を捜して乾燥させないように歯の保存
液に浸す。
【注意！】 歯の保存液は、歯や歯根膜の乾燥を防ぎ、再植に必要な歯根膜細
胞を守るために使用する。
歯が抜けた時、歯の保存液がなかったら、歯根膜細胞が浸透圧で変性しない
ように冷たい牛乳でも代用は可能である。
② 口をぬるま湯で軽くすすぎ、汚れや血を流す。
③ （歯の保存液につけた歯）を持って歯科医院へ！

歯根膜の細胞が重要である
この細胞が活性でないと骨
癒着と吸収を起こすことにな
る

IRB 脳振盪ガイドライン (一般向け)

IRB 脳振盪ガイドライン (一般向け)

目に見える脳振盪の手がかり – プレーヤーに認められるもの
以下のうちの1つ、または、それ以上の目に見える手がかりがあれば、脳振盪の可能性がある:
• 放心状態、ぼんやりする、または、表情がうつろ
• 地面に横たわって動かない / 起き上がるのに時間がかかる
• 足元がふらつく / バランス障害または転倒/協調運動障害（失調）
• 意識消失、または、無反応
• 混乱 / プレーや起きたことを認識していない
• 頭をかかえる / つかむ
• 発作(痙攣)
• より感情的になる / ふだんよりイライラしている

質問 – プレーヤーへ質問すること
以下の質問のいずれかの回答に誤りがあれば、脳振盪の可能性がある:
• 「今日の試合会場は、どこですか?」
• 「今は前半ですか? 後半ですか?」
• 「この試合で最後に得点したのは誰?」
• 「先週/前回の試合の対戦相手は？」
• 「前回の試合は勝ちましたか？」

確認して止めさせる、そして、疑わしければ、退場させる
脳振盪の症状 – プレーヤーから訴えられるもの
以下のうちの1つ、または、それ以上の兆候や症状があれば、脳振盪の可能性がある:
• 頭痛
• めまい
• 意識混濁、混乱、または、動きが鈍くなったような感じがする
• 視覚障害
• 吐き気、または、嘔吐感
• 疲労
• 眠気 / “霧の中”にいる感じ / 集中できない
• “頭が圧迫される感覚”
• 光や音に過敏

このほか、ＳＣＡＴ２、ポケットＳＣＡＴ２参照
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教師のための頭頸部外傷対応10か条

「脳振盪／脳振盪の疑い」簡易判断表（レフリー携帯用）
１．「脳震盪／脳震盪の疑い」の所見
頭部，顔面，頚部，あるいは，ほかの部位へ
の衝撃の後で、以下の所見がみられる。
•意識消失
•ぼんやりする
•嘔 吐
•不適切なプレーをする
•ふらつく
•反応が遅い
•感情の変化（興奮状態、怒りやすい、神経
質、不安）
２．「脳震盪／脳震盪の疑い」の症状
•頭痛（プレーを続けることができない程度）
•ふらつき
•霧の中にいる感じ
•以下の質問に正しく答えられない
（見当識障害・記憶障害）
□ 自分のチーム名を言いなさい。
□ 今日は何月何日ですか？
□ ここはどこの競技場ですか？
□ 今は、前半と後半のどちらですか？

（平成25年3月日本スポーツ振興センター）

体育活動における基本的注意事項
１．児童生徒の発達段階や技能・体力の程度に応じて指導計画や活動計画を定
める。
２．体調が悪い時には無理をしない、させない。
３．健康観察を十分に行う。
４．施設・設備・用具等について継続的・計画的に安全点検を行い正しく使用する。
頭頸部外傷を受けた（疑いのある）児童生徒に対する注意事項
５．意識障害は脳損傷の程度を示す重要な症状であり、意識状態を見極めて対
応することが重要である。
６．頭部を打っていないからといって安心はできない。意識が回復したからと言っ
て安心はできない。
７．頸髄・頸椎損傷が疑われる場合は動かさないで速やかに救急車を手配する。
８．練習、試合への復帰は慎重に。
その他、日頃からの心がけ
９．救急に対する体制を整備し充実する。
１０．安全教育や組織活動を充実し教職員や生徒が事故の発生要因や発生メカ
ニズムなどを正確に把握し適切に対応できるようにする。

３．バランステスト
「利き足でないほうの足を後ろにして、その
つま先に反対側の足の踵をつけて一直線上
に立ってください。
両足に体重を均等にかけ、手を腰にして、眼
を閉じて20 秒間じっと立っていてください。もし
バランスを崩したら、眼を開けて元の姿勢にも
どして、また、眼を閉じて続けてください。
20 秒間で、6 回以上バランスを崩したら
（下記のようなことがおこったら）、退場
•手が腰から離れる
•眼をあける
•よろめく
•５秒以上、 元の姿勢にもどれない

「学校でのスポーツ事故を防ぐために」
安全教育と安全管理の有機的協調
１．一つ目はデータ（エビデンス）
自分は大丈夫！ではない
２．二つ目は適切な安全具と効果
防ぐ努力と知識が必要
３．三つ目は周囲の適切な対応
慌てずに最小限に抑える
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―【パネルディスカッション】（東京会場）―㻌
㻌

トップアスリートのケガ防止㻌 ～２度のアキレス腱断裂を乗り越えて～㻌
㻌
ラグビーフットボール㻌 元日本代表キャプテン㻌 㻌 大畑㻌 大介㻌
㻌

＜発表要旨＞㻌
㻌
はじめに㻌
小学校３年生からラグビーを始め、東海大仰星高校時代には高校日本代表に選出される。京都産
業大学へ進み日本代表として活躍、㻝㻥㻥㻤 年に神戸製鋼入社し、日本のトライゲッター、エースとして活
躍し、世界にその決定力を印象づけた。㻌
㻞㻜㻜㻝 年には世界への飛翔を見据えて、オーストラリアのノーザンサバーブ・クラブでプレーし、㻞㻜㻜㻟
年にはフランス・モンフェランに入団を果たす。㻞㻜㻜㻟～㻞㻜㻜㻠 年シーズンからはラグビートップリーグの神
戸製鋼コベルコスティーラーズとプロ選手として契約を交わす。㻌
その後日本代表キャプテンを務めるなどラグビー日本代表の牽引者として、㼃 杯に 㻞 度（㻝㻥㻥㻥 年、
㻞㻜㻜㻟 年）の出場を果たす。㻌
㻝㻣㻢㼏㼙、㻤㻡㼗㼓 と決して大きくはない体で、㻝㻜 年以上にわたり日本ラグビーの顔として、まさに孤軍奮
闘、常に第一線で体を張り続けた。㻌
㻌
ケガとの戦い㻌
その結果、現役中はケガとの戦いの連続だった。㻌
外科手術は合計８回。ケガしていない場所を探すのが難しいという。㻌
㻞㻜㻜㻣 年１月にはリーグ戦で右足アキレス腱断裂したが、８月には奇跡の復活。だがＷ杯直前の練
習試合で、今度は逆の左足のアキレス腱を断裂し、３度目のＷ杯出場を断念した。｢あそこでもし、手
を抜いたらＷ杯に出られたかもしれないし、それでもっと引退が早かったかもしれない。だけど、ここま
でプレイできたのは、あのケガのおかげでした。｣と振り返る。㻌
復帰後も、左肩の骨折、右肩の脱臼と、常にケガが絶えることはなかった。㻌
㻞㻜㻝㻜 年～㻞㻜㻝㻝 年のシーズンをもって現役引退表明していたが、㻞㻜㻝㻝 年１月９日、試合中に右膝を
負傷し、全治３か月の重傷を負い、シーズンの終了を待たずに引退を表明。ケガによる突然の引退に
ラグビー界は衝撃を受けた。㻌
㻌
今後の活動㻌
「選手としては終わったけどラガーマン大畑大介は永遠に不滅です｣と宣言して引退した。㻌
現在はラグビーの普及やラグビーを通じた人材育成、またラグビー協会と共に 㻞㻜㻝㻥 年に日本で開
催される 㼃 杯ラグビーを成功させるべくアンバサダーとして、メディア、講演等で精力的に活動中であ
る。㻌
加えて、㻞㻜㻝㻞 年より追手門学院地域文化創造機構の客員特別教授に就任しスポーツを通じた人
材育成や街づくりに関する活動にかかわりながら、特に「女子ラグビー界の秋元康」（自称）となるべく、
同大学の女子ラグビー部のプロデューサーとして、女子ラグビー選手を五輪に輩出すべく活動してい
る。㻌
ちなみに、米国のメジャーリーグで活躍中の上原浩治選手と建山義紀選手の二人は、東海大仰星
高校時代のクラスメイトである。㻌
㻌
おわりに（メッセージ）㻌
僕自身何度もケガで悩まされた経験があります。でも大きなケガをしても、僕のように気持ちが前に
向いていれば新たにこういうこともできるというメッセージが発信できると思います。 
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―【パネルディスカッション】（東京会場）―㻌
㻌

突然死防止のための心臓病検診・㻭㻱㻰 の重要性㻌
㻌
聖マリアンナ医科大学㻌 教授㻌 㻌 武者㻌 春樹 㻌
㻌

＜発表要旨＞㻌
㻌
Ⅰ．突然死の現状㻌
㻌 近年の体育活動における突然死の状況は、平成 㻝㻡 年度まで 㻡㻜 名前後で推移していた発生数に減
尐傾向が認められる。これは、小児人口の減尐、学校関係の体育活動の減尐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が影響している。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と推察される。㻌
㻌 一方、学年別の発生頻度をみると、運動強度が増加する進学後の中学、高校と増加を認め、突然
死だけでははく、脊髄損傷や頭部外傷に伴う重篤な障害が増加する。また、心臓震盪は、硬式野球を
始める高校１年生で多く、胸部骨格の発育が不十分であったり、捕球動作の未熟さが要因となってい
る可能性がある。㻌
㻌
Ⅱ．小児期・学童における突然死の原因㻌
㻌 先天性心疾患やリウマチ熱・川崎病などの後天性心疾患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 㻽㼀 延長症候群
に関しても管理がきちんと行われ、突然死のリスクは減尐してきている。しかし、他にも多くの突然死
の要因は存在し、心筋炎後遺症や心筋症などは、定期的な検診後に所見、症状が明らかとなる例も
尐なくないが、これらの心疾患の大半は、医療の管理下に入ることにより、体育・スポーツでの事故を
避けることが出来ていると推察される。㻌
一方、心臓震盪は胸部へのボールや他の外的衝撃により致死的不整脈を発症する病態である。胸
郭の発育な不十分な子供に発生しやすく、米国でも若年者のスポーツによる突然死の要因として注
意が喚起されている。心疾患に関連しないことから、事前の医学的介入は不可能であり、発生時の対
応および防御が必要となる。㻌
㻌
Ⅲ．心臓病検診と学校生活管理指導表㻌
㻌 小児の心臓病検診は、世界に類を見ない優れたシステムであり、子供を心臓病から救う有力な手段
となっている。学校安全の面からも、体育を授業で行うわが国の教育制度の中では重要な位置を占め
ている。スポーツを行う成人に対しては、スポーツの健康診断としてメデイカルチェックが推奨され、ス
ポーツ中の突然死防止の対策となっているが、子供における体育・スポーツでの突然死防止対策の
主な柱が心臓病検診に相当する。しかし、心臓病検診を行って心疾患が認められ医療の管理下に入
っても生活の中で十分に目を届かせ、制限の中で健やかな成長を助けるためには、学校での生活管
理が必要になる。しかし、過度の制限は慎むべきであり、また学校生活管理指導表の情報を養護教
諭、担任だけではなく、学校全体で情報を共有し、多くの眼で安全を確保して行くことが必要である。ま
た、高度医療を受けた後に学校生活管理指導表を求めていない例が散見される。医療的対策を講じ
た後においても学校生活での活動に関する許容範囲は明確に指示を受けておくべきであり、何らかの
事故が生じた後にはその状況に応じた新たな学校生活管理指導表を求めること、共有情報を更新す
ることが必要である。㻌
㻌
Ⅳ．事故対応としての 㻭㻱㻰 の重要性㻌
㻌 体育・スポーツに限らず、陸上で突然意識を失い倒れる現象の 㻤㻜㻑前後は小児、成人を問わず心臓
由来と考えられ、緊急時の対応が求められる。中でも不整脈による失神の大半が心室性頻脈性不整
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脈であり、対処法としては 㻭㻱㻰 が最も有効であり、㻭㻱㻰 に関して日本臨床スポーツ医学会内科部会勧
告（㻞㻜㻜㻢 年改訂）では、次のように求めている。㻌
㻝㻚㻌 学校における教職員、スポーツイベント会場のスタッフ、スポーツ・体育関係者などが 㻭㻱㻰 の使
用に関する教育を早期に受け、救命処置の一環として 㻭㻱㻰 を使えるようにする。㻌
㻞㻚㻌 学校を含むスポーツを行う現場において、５分以内に 㻭㻱㻰 が施行できるように機器を配備する。㻌
㻟㻚㻌 心停止が疑われた、または認められた時には、救急車の要請と共に、心肺蘇生を行いながら
㻭㻱㻰 を作動する。㻌
㻌
上記の３項目に加え、㻭㻱㻰 に関しては、誰でもがフリーアクセスできることが必要であり、設置場所
も明確であることが重要である。機器は高額のものではあるが、人命に関わる状況下において、鍵を
開けたり、遠くから運ぶことでは救命に必要な貴重な時間を失うことになる。㻌
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、その場へのアプローチが容易
であること、また、消火器と同様に直ぐに持ち運べる状態にしておくことが必要である。㻌
㻌
おわりに㻌
㻌 本研究班の事故現地調査および実例を交え、述べさせて頂く予定である。学校生活の安全向上の
一助になれば幸いである。㻌
㻌
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発表時に使用した資料
パネルデイスカッションB

体育活動における死亡・重障害事故の
傷病別・年度別推移
災害共済給付の死亡見舞金、障害見舞金を給付した事例709例（死亡538例、重障害171例）

（件）

突然死防止のための心臓病検診・AEDの
重要性

79件

関係者の努力の結果
死亡・重障害

12.7%

（46件）

10件

突然死等

（7件：
15.2%）

聖マリアンナ医科大学
武者 春樹

生徒数 1563.5万人

1353.3万人（86.6％）
日本スポーツ振興センター 学校管理下の災害より

事故対策として改善すべき事柄

体育活動における死亡・重障害事故の
傷病別・学年別推移

突然死等

（件）

約2.5倍

約3倍

進学してきた1年生に特に注意が必要

熱中症

既往症・体調確認の充実

18

3

安全指導の充実

3

2

講習会の実施

6

3

指導・練習体制の整備

2

1

AED設置・増設・移設

9

0

緊急時の体制の整備

7

0

ガイドラインの制定・改正

2

3

運動動作の禁止・変更

1

1

施設・設備の点検強化

2

0

筋力の強化

0

0

施設・設備の改善

1

0

熱中症計の設置

0

3

施設の利用中止

0

0

その他

1

合計

52

日本スポーツ振興センター 学校管理下の災害より

情報共有のあり方

緊急時AED

0

16
日本スポーツ振興センター 学校管理下の災害より

高校一年生心電図異常にて二次検診を受診

【突然死（蘇生事例）】
災害発生：平成２５年 高等学校（通信制）１年
Ⅰ 事故の概要・問題点
体育の授業において、準備体操を行ったあと、バドミントンを開始。ダブルスの
試合終了間際に突然倒れ、意識がなく全身痙攣発作を起こした。体育教諭２名
のうち、１名が養護教諭を呼びに行き、救急車とＡＥＤの手配を行い、当該生徒
に付き添った教師は嘔吐物による気道閉塞が疑われるため、回復体位を取ら
せた。直後に呼吸停止となったため、ＡＥＤを作動させ、救急隊に引き継ぐまで
救命活動を行った。
事故が発生した際、担当教師の一人に心肺蘇生の経験があったので、ややタ
イムラグはあったが、異常（死戦期呼吸；あえぎ呼吸）に気づき、ＡＥＤを用いた
心肺蘇生法が実施できた。
○心臓検診で要二次検診となったが、その旨が保護者に伝わっていなかった。
（保護者には被災生徒に心臓の異常があるという認識が充分ではなかった。）
○通信制ということもあり学校と保護者との連絡が密にできていなかった。
○当該生徒は、小中学校心電図検査未受検者であった。
○運動制限も行なっていなかった。
○発生直後の判断に戸惑い、初動が１分程度遅れている。

地域サッカークラブに所属し、試合にも出
場していた。
WPW症候群として管理されていたが、動
悸、失神など既往はなかった。

24時間心電図では、不整脈（心室
期外収縮）は単発が3拍のみであっ
た。

1
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学校心臓病検診で見つけられた肥大型心筋症（HCM）
（高校1年生）
本学生

偶然記録された24時間心電図記録中の突然死157例
突然死時の不整脈
1.心室性頻脈性不整脈

正常

131例

83.4%

心室頻拍から心室細動に移行

98例

62.4%

はじめから心室細動

13例

8.3%

Torsades de pointes（多型性心室頻拍）

20例

12.7%

26例

16.6%

心室中隔

心室中隔

大動脈

左心室

左心室
左心房

マルク・ヴィヴィアン・フォエ
(HCM)・カメルーン代表
FIFAフェデレーションズ

2.徐脈性不整脈

カップ2003フランス大会

Bayes de Luna, Am Heart J, 1989;117:151-159

心臓超音波検査で心室の筋肉が約2倍の厚さであった。

心室頻拍・細動に対する唯一の効果的治療法は電気除細動
生存率は1分毎に10％低下する

心室頻拍

電気刺激

早期の電気除細動が必要
By stander（一般市民）によるAEDの使用

心室頻拍
この後電気ショック

古典的救命率に関する理論

動物実験による心臓震盪誘発

ドリンカーの生存曲線

カーラーの救命曲線

続くと
心室細動
多型性心室頻拍

フランスの救急専門医M.Caraが1981年
に報告
1966年に アメリカのドリンカーが作成

脈の波動が消失・脳循環停止
この後
呼吸停止
心室頻拍になると脈が触れない

意識消失

呼吸停止後手当が1分遅れる毎に７～
10％（7～10%/min）づつ死に近付く

Link MSら、N Engl J Med. 1998;338:1805-1811

この理論は両者ともに正確性には欠けるが、誤りとも言い切れない。

心肺停止後ICDを植え込んだ方のブログから

AEDに関する勧告

（ICD：植え込み型除細動器）

心臓

ICD

ICD植え込み後の胸部レントゲン

① 心臓停止後約 3分で50％死亡 ②
呼吸停止後約10分で50％死亡 ③ 多
量出血後約30分で50％死亡

意識は朦朧としていて体がだるくて動かな
かった。この時何とか自力で心拍を戻した
ようだ。全身汗だくで、自分でも気が付か
なかったが失禁していたらしい。

1) 学校における教職員、スポーツイベント会場のスタッフ、スポー
ツ・体育関係者などが、AEDの使用に関する教育を早期に受け、
救命処置の一環としてAEDを使えるようにする。

死んでたまるかーいっ！と思った俺は(と
にかく心臓を動かさねば！)と何故か必死
に深呼吸していた。

2) 学校を含むスポーツを行う現場において、5分以内にAEDが
施行できるように機器を配備する。
3) 心停止が疑われた、または認められたときには、救急車の要請
とともに、心肺蘇生を行いながらAEDを装着する。

http://blog.livedoor.jp/susmaster/archives/2346553.h
tml

死戦期呼吸

AEDの設置場所に関しては、あらゆる状況を考慮して設定することが必要

あえぎ呼吸
瀕死状態で認められるほぼ完全な呼吸中枢機能消失による異常な呼吸パターン

36th Bethesda Conference; JACC 45(8). 2005
日本臨床スポーツ医学会学術委員会内科部会勧告

2
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類似事故を繰り返さないためのポイント

ICD（植え込み型除細動器）術後の注意

（現地調査委員報告書より）
心拍が速くなる症状が出た場合、数秒以内にICDにより治療が行われる可能性
があります。そのような場合には以下を行うことをお奨めします。
1. まず落ち着き、どこか座れる場所か横になれる場所を探します。

１．心電図異常者の精密検査結果判明までの運動停止

2. 可能であれば、必要な場合に心配蘇生術（CPR）を行える人にそばに居ても
らってください。

２．心肺蘇生の研修のため、より実践的なe-leaning教材作成及び研
修での活用

3. 1分以上意識がない場合に救急車を呼んでもらうようご家族や友人に頼んで
おきましょう。

３．健康診断（心電図検査）の確実な実施と適正な事後措置及び共通
理解

4. ショック治療の後に意識はあるが気分が悪くなった場合は、誰かに頼んで担
当医師に連絡してもらいましょう。

４．ＡＥＤの設置場所の検討と適正な設置
５．第三者機関による事後の検討の実施

Boston Scientific説明資料より

ICD植え込みは致死的不整脈の対症療法であり、病気が治ることではない。
よって治療後であっても学校生活管理指導表は必要

A-B-CからC-A-Bへ

ご清聴有り難うございました。

2

3
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―【パネルディスカッション】（東京会場）―㻌
㻌

体育活動時等における事故対応テキスト㻌 ～ＡＳＵＫＡモデル～㻌
㻌
さいたま市教育委員会㻌 学校教育部健康教育課㻌 課長㻌 㻌 平沼㻌 智㻌
㻌

＜発表要旨＞㻌
㻌
Ⅰ．はじめに㻌
平成 㻞㻟 年９月、市立小学校６年生の桐田明日香さんが、駅伝の課外練習中に倒れ、救急搬送され
た後、翌日死亡するという大変悲しい事故が起きました。指導していた複数の教員は、「苦しそうだが
呼吸がある」「脈が取れた」ととらえ、救急隊が到着するまでの約 㻝㻝 分間、胸骨圧迫やＡＥＤの装着は
行いませんでした。しかし救急隊到着時には心肺停止状態であり、そこから救命措置が施されました
が、翌日亡くなりました。㻌
市教育委員会は、教員等の対応や学校の危機管理体制について、医療の専門家等に協力を依頼
し、「さいたま市立小学校児童事故対応検証委員会」を設置しました。㻌
そして、同委員会の報告に基づき、「さいたま市立学校児童生徒事故等危機管理対応マニュアル作
成指針」を作成しました。各学校はこの指針をもとにマニュアルを作成し、緊急時に備えています。㻌
さらに、教育委員会内に設置した御両親を含むプロジェクトチームが、アイムセイファーという事故
事例分析技法を用い、この事故を巡る対応のあり方について細部を掘り下げて分析しました。このこ
とにより明らかになった教訓に基づき教員研修充実のためのテキスト「体育活動時等における事故対
応テキスト～ＡＳＵＫＡモデル～」を作成しました。「ＡＳＵＫＡモデル」という愛称は、亡くなった明日香さ
んのお名前からつけたものです。㻌
㻌
Ⅱ．内容㻌
（Ⅰ）日常における重大事故の未然防止㻌
教職員一人ひとりの危機管理に関する意識や資質の向上、重大事故発生時に迅速かつ的確に対
応できる危機管理体制の整備について、次の①～③で示しています。㻌
①㻌 教職員等の危機管理に関する意識や資質の向上㻌
ア㻌 重大事故発生時対応訓練や心肺蘇生法に関する研修等の実施㻌
イ㻌 普通救命講習Ⅰ（３時間講習）、応急手当普及員講習の受講㻌
ウ㻌 体育活動時等の実施計画を提案する際の想定されるリスクとその具体的な対応策の確認㻌
エ㻌 体育活動等における重大事故対応シミュレーションの実施㻌
オ㻌 児童生徒を対象とするＡＥＤの使用を含む心肺蘇生法実習の実施㻌
カ㻌 保護者を対象とするＡＥＤの使用を含む心肺蘇生法講習会の実施㻌
②㻌 危機管理体制の整備㻌
ア㻌 重大事故発生時を想定した危機管理対応マニュアルの作成及び定期的な見直し（年１回）㻌
イ㻌 体育活動等実施前後のウォーミングアップの徹底㻌
ウ㻌 近隣医療機関との協力体制の強化㻌
エ㻌 「傷病者発生時における判断・行動チャート」の活用㻌
オ㻌 口頭指導に対応する記録用紙の活用㻌
カ㻌 児童生徒の健康に関する情報の把握及び共通理解㻌
キ㻌 保健室環境の整備㻌
ク㻌 重大事故発生時携行機材等のパッケージ化㻌
ケ㻌 携帯電話等の所持㻌
コ㻌 救急搬送にかかわるスペースの確保㻌
③㻌 自己の健康管理に関する指導㻌
日々の継続的な健康観察の実施によって、児童生徒に自己の健康に興味・関心をもたせ、自己管
理能力を育成する。㻌
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（Ⅱ）体育活動時等における重大事故の未然防止㻌
指導開始前と指導終了後に、指導者全員でチェックリストを用いて、１分程度のブリーフィング（最終
打ち合わせ）を行う。㻌
㻌
（Ⅲ）重大事故発生時における対応㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
重大事故が発生した場合、児童生徒の生命及び身体の安全確保を最優先とした、迅速かつ適切
な対応を行う。㻌
①㻌 第一発見者としての対応㻌 㻌
ア㻌 傷病の状況把握㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
イ㻌 応援要請㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ウ㻌 心肺蘇生の実施【わからないときには次の行動にすすむ】㻌
②㻌 応援者としての対応㻌
ア㻌 指揮命令者（応援者への指揮命令）㻌
イ㻌 管理職及び教職員（「指揮命令チェックシート」による確認）㻌
ウ㻌 養護教諭㻌 等（「傷病者発生時における判断・行動チャート」による確認）㻌
エ㻌 教職員（ＡＥＤを含む重大事故発生時携行機材等の手配、救急車の要請、保護者への連絡、㻌
周囲にいる児童生徒の誘導、救急車の誘導、児童生徒の状況及び対応の記録）㻌
㻌
（Ⅳ）事故発生後の対応㻌
①㻌 事実確認と分析㻌
事故発生から遅くとも３日以内に、事故関係者に対して事実の確認を個別に行い、時系列に整理し、
事故原因を分析する。㻌
②㻌 傷病者の保護者等への対応㻌
㻌 保護者へは事実を正確に伝える。病院等から得た情報について御提供いただくよう依頼する。報道
発表、保護者会等での情報を提供することの了解を得るとともに、その内容を確認する。㻌
㻌
Ⅲ．おわりに㻌
教職員一人ひとりが、子供たちを毎日元気な姿で家庭にお返しすることを心に刻み、この訓練を繰
り返し行うとともに、ＡＳＵＫＡモデルが日本中の子ども達の元気な笑顔につながるよう、是非広く御活
用いただきたいと思っております。㻌
㻌
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発表時に使用した資料
さいたま市の基礎データ
○人 口（平成２６年５月１日現在） １,２５７,７２０人
○児童・生徒数（平成２６年５月１日現在）
小学校 ６６,２０１人
中学校 ３２,０８５人
○学校数（平成２６年４月１日現在） ○生涯学習施設数
小 学 校
１０３校
図書館
２４館
中 学 校
５７校
公民館（含：センター） ５９館
高等学校
４校
博物館
４館
特別支援学校 ２校
美術館
１館
幼 稚 園
１園
科学館
２館
等

さいたま市教育委員会
学校教育部健康教育課
課長 平 沼 智
文部科学省委託事業 スポーツ事故防止対策推進事業

学校でのスポーツ事故を防ぐために（平成２７年１月２９日）

2

1

於： 国立オリンピック記念青少年総合センター

これらは学校だけでなく 、
一般に広く見られる状況
事故後のAED装着事例

組織的な対応力の問題

２８件の内訳
児童

8件

生徒

13件

その他

７件

通電

３件

救命

２４件

不明

１件

○危機管理マニュアルの不徹底
・事故発生時の命令系統が不明確

２８

・傷病者に関する情報の管理不足
・危機管理マニュアルに基づく事故発生時の組織的な対応訓練の不足
○養護教諭への依存

現場の判断力と実行力の問題
○心肺蘇生に関する研修が不十分
・心肺蘇生に関する知識の不足（死戦期呼吸やＡＥＤの心電図解析機能など）
（平成２６年１２月末まで）

「判断に迷ったらＡＥＤをつける」
という意識の醸成

※救命できなかった事例はすべて

・傷病の状況及び進行に関する判断力の不足
これまでの取組では、非医療従事者に、呼吸停止状態を短時間で判断し、
直ちに心肺蘇生の開始を期待することはかなり厳しい。

3

児童生徒の健康状態等の情報共有の問題
○運動強度の高い活動の際に児童生徒の情報を共有する体制の整備不足

児童生徒以外

I 日常における重大事故の未然防止

本テキストの作成にかかわる指導者
・自治医科大学メディカルシミュレーションセンターセンター長 医療安全学教授

○体育活動時等における重大事故
対応シミュレーション訓練の実施

河野 龍太郎 氏
・峯小児科院長、日本小児科医会理事、岩槻医師会会長
・東京都済生会中央病院心臓病臨床研究センター長
・京都大学環境安全保健機構附属健康科学センター講師
（現准教授）

峯

4

真人 氏

三田村 秀雄 氏
石見

拓

氏

ＡＥＤの使用を含む心肺蘇生法の実習に関する指導者
田中 秀治 氏

・国士舘大学体育学部スポーツ医科学科教授

5

6

1
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○傷病者発生時における判断・行動チャート

○危機管理体制の整備

重大事故発生時携行機材等
のパッケージ化

保健室入口の救急車用スペース

反応や普段通りの呼吸があるか

「わからない」場合は
「なし」として次の手順を行う

写真データ提供：京都大学環境安全保健機構附属健康科学センター 石見 拓准教授

○第一発見者としての対応

・体育活動時等の指導開始前及び終了後におけるチェッ
クシートを活用したブリーフィングの実施

未然
防止

点

チ ェ ッ ク

・応援の要請

・心肺蘇生の実施

１

天候については、どのような留意を要するのか。

健康
状態

２

健康上配慮を要する児童生徒は誰か。また、どう配慮す
るのか。

３

指導者の役割分担は、明確になっているか。

４

活動の場は、安全が確保されているか。

５

ＡＥＤ等の重大事故発生時携行機材は、どこにあるか。

６

管理職の所在を把握しているか。

７

養護教諭の所在を把握しているか。

８

事故発生時における指揮命令者は、誰か。

事故発生時の
対応

・傷病の状況把握

項 目

天候

指導
計画

8

III 重大事故発生時における対応

II 体育活動時等における重大事故の未然防止

観

口頭指導に対応する記録用紙

保健室から校庭を望む

7

○応援者としての対応
・指揮命令
・ＡＥＤ等の手配
・救急車の要請
など

9

10

ASUKAモデルの解説書の作成

IV 事故発生後の対応

「体育活動時等における事故対応テキスト

○事実確認と分析

～ＡＳＵＫＡモデル～解説〔研修用資料付〕」の作成

・関係者に個別に事実確認（３日以内）

（平成２６年１月３１日）

・事実を時系列に整理し、事故原因の分析

←ＩｍＳＡＦＥＲの活用等

≪目的≫ 各学校での研修内容の平準化を図るため。

○傷病者の保護者等への対応
・正確に事実報告

・情報提供の依頼

・報道発表等の了解を得る。
※解説書に沿っ
たスライド資料

参考

「研修用資料」
を添付

職員室等の
掲示物
※心肺蘇生法実習の学習指導案や参考資料も添付

11

・市立学校長に配付・説明
（平成26年1月）
・文部科学省、厚生労働省、都道府
県・指定都市教育委員会等に配付
（平成26年2月）

12

2
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13

14

ＡＳＵＫＡモデル発刊に向けて
～明日香さんのお母さんからのメッセージ～
２０１２年９月３０日という明日香の命日は、明日香が新し
い命を吹き込まれ完成したＡＳＵＫＡモデルの生まれた日で
もあります。
「全国に発送していただいたＡＳＵＫＡモデルは、元気よく
学校へ登校していく「うち頑張る
ね」と言う明日香の後姿です。
成長していくテキスト／
ＡＳＵＫＡモデルの、これから
の成長を見守る私たち夫婦
の楽しみができました。」
16

15

3
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―【パネルディスカッション】（東京会場）―㻌
㻌

スポーツ事故防止のための学校危機管理㻌
㻌
東京学芸大学㻌 教授㻌 㻌 渡邉㻌 正樹 㻌
㻌

＜発表要旨＞㻌
㻌
Ⅰ．学校におけるスポーツ事故の発生要因㻌
学校の管理下で発生する事故の原因は、大きく人的要因や環境要因という２つの要因で説明され、
両者が関わって事故が発生する。人的要因としては、不安定な心身状態、知識不足、危険な態度や
行動、不適切な服装などが挙げられる。環境要因としては、天候等の気象条件、地理的要因、施設・
設備など多岐に渡る。これらの要因が複数関わりあって事故が発生し、負傷を引き起こし、時には障
害や死亡の原因となる。スポーツ事故も例外ではない。㻌
よく知られているように、学校の管理下において中学生や高校生の災害共済給付の対象となった
負傷・疾病の５割以上が課外指導中に発生しており、そのほとんどが運動部活動である。㻞㻜㻝㻜 年に
（独）日本スポーツ振興センターが発刊した「課外指導における事故防止対策」調査研究報告書では、
課外指導による災害に関する環境要因を４つに分類している（表１）。㻌

㻌
表１に基づくと、中学校では「場所的環境」、「人的環境」の割合が高く、高等学校では「物的環境」、
「場所的環境」が高いことが報告されている。この中で物的環境の中には施設設備や用具が含まれる
が、以下施設設備に関わるスポーツ事故について取り上げる。㻌
㻌
Ⅱ．施設設備等が原因となるスポーツ事故㻌
㻌 㻌 「学校の管理下の災害〔平成 㻞㻢 年版〕」では、施設設備に関わって発生したスポーツ事故のうち、
典型的な死亡及び障害の事例を挙げると以下の通りである。㻌
死亡事例㻌
・高３男子㻌 体育（サッカー）㻌
「体育の授業中サッカーをしていた。本生徒がゴールポストにぶら下がったところ、ゴールポストが
倒れ込んできて、顎と首が挟まれた状態で下敷きになった。救急処置を行い、病院に搬送するが、
意識不明のまま、数日後に死亡した。」㻌
障害事例㻌
・高２男子㻌 体育（走り高跳び）㻌
「体育の授業中、走り高跳び（背面跳び）をして着地したとき、マットの上で体が跳ね、マットから落
ちてしまった。その際、後頭部から背中の辺りにかけて地面に打ちつけた。」㻌
・高２男子㻌 課外指導（野球）㻌
「野球部でピッチングマシンの準備をしていた。マシンの軌道が安定しないため、修正をしていた
ところ、大きくそれた球がバッターボックス付近にいた本生徒の顔面に当たった。」㻌
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㻌 このような事例は、人的要因が主な原因である事故と比較すると、決して数多いわけではないが、ほ
ぼ毎年発生しているような事故である。これらの多くは適切な安全管理によって容易に防ぐことができ
るものである。㻌
㻌
Ⅲ．施設設備に関する事故防止のための危機管理体制㻌
㻌 㻌 施設設備が関わって発生する事故を防ぐため、また事故が発生しても重大な結果を招かないため
に、学校が行うべき危機管理は以下の通りである。㻌
（Ⅰ）定期的な安全点検を欠かさない㻌
㻌 㻌 学校保健安全法では、校長の義務として、学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の
確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なくその改善を図るために必要な措
置を講じることが示されている。また同法施行規則では、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使
用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならないとしている。これは運
動施設においても例外ではない。定期的な安全点検はもちろん、日常的な安全点検も必要である。㻌
（Ⅱ）対人管理や安全指導の実施㻌
多くの場合、施設設備の不適切な利用など人的要因が関わって事故が発生している。前述の死
亡事例のようにサッカーゴールにぶら下がるという行為自体が原因の一つとなっていることから、日
頃から安全指導を徹底しておく必要がある。㻌
（Ⅲ）活動時及びその前後の安全管理㻌
㻌 㻌 事故の発生は、体育や課外活動での運動時だけに限らない。施設設備の使用前あるいは使用後
にも発生する危険性がある。指導者は運動時だけではなく、活動前後にも注意を払う必要がある。㻌
（Ⅳ㻕㻌 事故発生後の救急措置体制の確立㻌
㻌 㻌 事故によって重篤な怪我を負った場合に備えて、その場に居た教職員が適切な一次救命措置がと
れることが求められる。教職員が研修を受けることができるように学校安全計画に盛り込むことも必
要である。また負傷者の救命のため、教職員がすぐに対処できる携帯用のマニュアルなどの使用も
効果的である。㻌
㻌
Ⅳ．事故を繰り返さない㻌
㻌 スポーツ事故に限らないが、学校の管理下で発生した事故とそれによる災害は、ほとんど過去に発
生しているものである。たとえ他校で発生じた事故であっても、事故防止に役立つ情報は数多い。㻌
特に施設設備が関わる事故は、適切な危機管理によって確実にその危険性を低減できるものであ
る。教職員及び児童生徒ら施設設備を使用するすべての人たちが安全を優先して使用していくことが
求められる。㻌
㻌
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発表時に使用した資料

ハザード

リスク

スポーツ事故防止のための学
校危機管理
東京学芸大学教授

渡邉正樹

ハザード

リスク

現実的かつ効果的な対策は何か？
1

2

災害における２つの危険
：ハザードとリスク

学校安全の構造図

ハザードを取り除く
→ 施設設備の安全を図る。
（主として安全管理）
リスクを低下させる
→ 児童生徒の安全な行動を促す。
（主として安全教育）
文部科学省「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（2010）より
3

4

競技別災害発生件数・発生率

5

6

1
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事故原因

7

8

環境要因別

場面別災害発生件数・発生率

9

10

事故発生状況

サッカーゴール転倒による死亡事故

• 3 年生体育の授業でサッカーの試合を行ってい
る最中に発生した。

• 事故発生 平成25 年5 月28 日（火）午後0 時
01 分頃 4 限目 体育の授業中（サッカー 男
子19 名）
• 被害生徒の状況 3 年 男子生徒（17 歳） 事
件発生から2 日後の5 月30 日（木）14 時48
分 死亡
• ゴールのサイズ 鉄製 横7.5ｍ 高さ2.55ｍ 奥
行 1.75ｍ

• 事故の発生の状況は、転倒防止策が講じられ
ていなかったサッカーゴールのクロスバーに被
害生徒がぶら下がり、ゴールと共に転倒した。
• 被害生徒の顎（あご）から首にかけてクロス
バーがかぶさるような状態で下敷きになった。

11

12

2
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障害事例

事故発生の背景

• 高1女子 課外指導（バレーボール）

• 昨年10 月に同じゴールで転倒事故があり、
生徒１名が指を負傷している。

「部員５名ほどでコートの準備を始めた。本生徒は、
ネット巻きのクランクを使って他の生徒とともに、ネット
の張りの調整をしていた。強く張って調節していたら、
そのネット巻きがクランクで締めていた本生徒の顔面
及び右眼に強く当たり、大けがとなった。 」
• 高2男子 課外指導（野球）

• その後、使用時に転倒防止策を講じていたが、
ゴールの移動が頻繁になり、転倒防止策が
疎かになっており、当日も講じられていなかっ
た。

「野球部でピッチングマシンの準備をしていた。マシン
の軌道が安定しないため、修正をしていたところ、大き
くそれた球がバッターボックス付近にいた本生徒の顔
面に当たった。」

• 学校の施設設備の安全点検が適切に実施さ
れていなかった。
13

14

学校における危機管理とは

学校における危機管理

人々の生命や心身等に危害をもた
らす様々な危険が防止され，万が一
事件・事故が発生した場合には，被
害を最小限にするために適切かつ
迅速に対処すること

事件・事故
の発生

危険

危険

リスク・マネジメント

リスク・マネジメント
図3

文部科学省「学校の安全管理に関する取り組み事例集」（２００３年）より

災害

（被害）
被害

クライシス・マネジメント

クライシス・マネジメント

危機管理のとらえ方

危機管理のとらえかた

文部科学省「学校の安全管理に関する取り組み事例集」（２００３年）より

15

16

スポーツ事故対策の要点

熱中症の死亡事例

• 施設設備の定期点検を欠かさない。
• 対人管理，安全指導を日常的に実施する。
生徒の健康観察を行う。
• 運動時はもちろん，その前後の安全管理にも
目配りする。
• 事故発生後の救急措置体制を確立し，訓練
を怠らない。
17

18

3
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事故防止の視点・姿勢
• 類似した事故は必ず過去に発生している。他
人事ではなく，自校での発生を想定する。
• 事故発生あるいは事故発生後の重大な災害
の多くは防止が可能である。
• 常に安全を優先する姿勢を持つ。

19

4
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