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『スポーツ傷害予防の基本的考え方と科学的実践
～変えられるものを見つけて変える～』

２パネルディスカッション
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『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

田名部

和裕 氏

『練習中に繰り返される事故：想定外はない』
～ひやり、ハッとの毎日ではありませんか～

C

川原

貴氏

『体育活動における熱中症予防』

D

吉田

忍氏

『熱中症での死亡事故を防ぐために』
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―【特別講演】大阪会場―㻌
㻌

スポーツ傷害予防の基本的考え方と科学的実践㻌
～変えられるものを見つけて変える～㻌
㻌
（独）産業技術総合研究所㻌 研究員㻌 山中㻌 龍宏㻌
㻌

＜講演要旨＞㻌
㻌
はじめに㻌
日本では、１年間に学校環境下で、病院の受診が必要な事故が約 㻝㻜㻜 万件起こっている。別の表
現をすれば、㻟㻜 秒に１回生じていることを意味している。スポーツに目を向けてみると、平成 㻝㻜 年度～
平成 㻞㻡 年度の 㻝㻢 年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）における死
亡事故は 㻡㻡㻤 件、何らかの障害に至った事故は 㻝㻥㻥㻤 件発生しており、スポーツによる傷害（＊）の予
防が急務となっている。スポーツは、スキルの獲得、チームワークなど社会性の育成、体力増進、自
信や忍耐の育成など幅広いメリットがある一方で、「スポーツには怪我がつきものだ」「避けることはで
きない」という誤解が今なお多い。どのようにするとスポーツによる傷害を予防することができるのだろ
うか？まず、傷害予防の基本的な考え方としてパッシブ戦略と３㻱 アプローチを述べたい。㻌
㻌
＊なお、スポーツによる傷害は、スポーツ外傷と表現されることがあるが、この外傷とは外的要因に
よる傷害のことで、体の表皮に生じた傷害のみではなく、脳やその他の内臓に生じた傷害も広く含む。㻌
㻌
傷害予防のパッシブ戦略の成功事例と３㻱 アプローチ㻌
かつて 㻞㻜 世紀の初頭まで、事故というのは「ランダム・偶発的に起こるもの」であり、その結果、重
症を負うのは、「運が悪い」せい、もしくは、「不注意のせい」とされていた。その頃の主な事故対策方
法と言えば、冗談ではなく本当に、神に祈ることであり、罰やモラル教育によって人間を改善すること
であった。㻌
傷害予防学のあらゆる教科書に記載されている「ハッドンのマトリクス」で有名なハッドン
㻔㻴㼍㼐㼐㼛㼚㻦㻝㻥㻞㻢㻙㻝㻥㻤㻡㻕は、ポスターやパンフレットを用いた注意喚起ではなく、環境改善を主体とした傷
害予防へのパラダイムシフトと、そのための科学的なアプローチの必要性をいち早く指摘した人物で
ある。注意喚起という個人の「アクティブな」努力に頼らない方法である環境・製品の改善を「パッシブ」
とはじめて呼んだのはこのハッドンである。彼は、専門家が集まる会議で、いつもいつも、「どこにエビ
デンスがありますか？」と尋ねていたそうである。それは、多くの会議で根拠が不明なまま物事が決め
られており、専門家といえども、その「意見」は、しばしば間違っていたからである。㻌
スポーツによる外傷におけるパッシブ戦略の中から成功事例の一つを紹介したい㼇１㼉。アメリカでは、
現在、２千万人規模の野球人口がいる。スライディングによる傷害が野球中の傷害の主要なものであ
り、重傷なものでは足関節の骨折、ひざの捻挫、肩の脱臼などが起こっている。㻌
このスライディング傷害で「変えられもの」は何であろうか？㻌 スライディングを禁止する、ベースを地
面に埋め込む、スライディングのスキル向上のための教育をする、など考えられるが、スライディング
禁止などという大きな変更は受け入れられない、ベースを地面に埋め込むと審判がセーフかアウトか
の判定がしにくい、スライディングスキル向上の教育をしている時間が確保できない、など数々の困難
を伴う。実は、もっとも費用対効果が高いものは、野球のベースを変えることであることが分かっている。
通常のベースは、地面に固定されているが、図１に示す改良されたベースは、地面に固定されている
部分と、そこに脱着式で固定する部分の２つからなっており、横から力が加わると写真のように分離す
る構造になっている。㻌
この分離型ベースと固定型ベースの比較がソフトボールで行われた。㻝㻞㻡㻜 回のゲームのうち、半数
に分離型ベースを使用し、半数に固定型ベースを使用した。固定型ベースでは、㻠㻡 回のスライディン
グ傷害が発生し、分離型ベースでは２回であった。㻥㻢％減尐したと言える。その後、全運動場をこの分
離型ベースに変更した結果、その後の 㻝㻜㻜㻜 回のゲームで２回のスライディング傷害しか発生しなくな
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った。また、数が減尐しただけではく、傷害が発生しても重傷度が低くなった。アメリカの疾病対策セン
ター㻔㻯㼑㼚㼠㼑㼞㼟㻌㼒㼛㼞㻌㻰㼕㼟㼑㼍㼟㼑㻌㻯㼛㼚㼠㼞㼛㼘㻕では、分離型ベースで毎年 㻝㻣㻜 万件のスライディング傷害が予防可
能であり、これにより 㻞㻘㻜㻜㻜 億円の医療費削減が可能と試算している。絵にかいた餅にしないためには、
このように、変えたいもの、変えられるもの、変えられないものを見極め、予防を行うことが重要であ
る。㻌
㻌

㻌
図１：脱着式の野球用ベース㻌
㻌
傷害予防では、上述した環境や道具を変えるアプローチに加えて、教育を変えるアプローチ、法律
や規則を変えるアプローチが重要である。１）製品・環境デザイン㻔㻱㼚㼓㼕㼚㼑㼑㼞㼕㼚㼓㻕、２）教育㻔㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻕、３）
法規制㻔㻱㼚㼒㼛㼞㼏㼑㼙㼑㼚㼠㻕の３つである。英語の頭文字をとって、３㻱 アプローチと呼ばれている。これらをう
まく組み合わせることが重要となる。スポーツの傷害予防でも同じである。１）道具を改善する、スポー
ツの運動場を改善する、２）ゲームのルールを変更する、３）選手や審判の教育である。上述の事例が
意味することは、あらゆるスポーツは完成形ではなく、まだ発展途上にある改善の余地ある対象であ
ると考えることが重要である点である。スキル向上やトレーニングのみに頼るのではなく、道具や環境
の改善、効果的なスキル習得や危険予知のための教育、危険な技を禁止するなどのルールの変更な
どをスポーツによる傷害のデータを分析して見直していく必要がある。幸い、日本には、日本スポーツ
振興センターの災害共済給付制度が普及しており、スポーツの傷害に関する膨大なデータが存在して
おり、データ収集の課題はクリアされている。これを社会で、学校現場で、どう生かすかが問われてい
る。㻌
㻌
加害者生産システムから事故予防システムへ㻌
では、ここで、世の中でとられている事故の対応はどうなっているかの具体例を示してみよう。典型
的なプロセスを理解するために、今回、上述した事故事例のうち、事故発生からある程度の時間が経
過しており、事故原因の究明や対策の提言、刑事処分・行政処分などの責任追及が終了している事
故事例として、杉並区の小学校で発生した天窓からの転落死事故に焦点をあて、新聞データベースを
活用してプロセス分析を行った。その結果、図２に示すような経過であった。㻌

㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
図２：天窓事故に見る典型的事故の対応（「加害者生産システム」）㻌
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事故発生、都教育委員会から安全点検などの通達・事故調査委員会発足（１日後）、校長の謝罪
（１週間以内）、文科省：指針見直しの宣言（１週間以内）、消防庁から同様に事故が多発しているデー
タ発表（１週間後）、文科省：転落事故防止の留意点（対策など）を作成（３か月後）、警視庁：校長・教
諭を業務上過失致死容疑で書類送検（６か月後）、校長と教諭が略式起訴・略式命令（刑事処分）（１
年９か月後）、鹿児島県で天窓からの転落事故発生（１年９か月後）、校長：戒告処分（行政処分）（２
年７か月後）。図２を見ると、このシステムが生産するものは処罰を受ける先生などの加害者であり、
その意味では、加害者生産システムとも言えるものである。このシステムが、事故を予防する仕組み
でないのは明らかである。㻌
㻌
傷害予防につながらない３㻵 アプローチ㻌
表１にハッドンのパッシブ戦略に基づく効果のある事故予防㻔３㻱㻕と、世の中でとられている効果の無
い事故予防㻔３㻵㻕を対比させて整理した。３㻱 とは、事故予防のアプローチの３原則であり、教科書的に
述べられているものである㼇１㼉。一方、校長先生や園長先生を処罰する㻔個人責任にする：㻵㼚㼐㼕㼢㼕㼐㼡㼍㼘㻕、
実際には見守りで防止できない事故を見守る（非科学的で無理な事故予防：㻵㼙㼜㼛㼟㼟㼕㼎㼘㼑）、３㻱 に基づ
かない周知徹底や謝罪（その場しのぎ的対応：㻵㼚㼟㼠㼍㼚㼠）などは、事故予防上は効果のないアプローチ
㻔㻵㼚㼑㼒㼒㼑㼏㼠㼕㼢㼑 なアプローチ㻕であり、頭文字をとって、ここでは３㻵 と呼んでいる。３㻵 は、筆者の造語である。
処罰を回避するために、（間接的に）予防が進むだろう、というのは間違いであり、効果の無い事故予
防㻔３㻵㻕ではなく、効果のある事故予防㻔３㻱㻕を採用することが大切である。事故予防を行うのに、処罰と
いう不幸を経由しなければならない道理はないのである。㻌
㻌

㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

㻌
表１：効果のある事故予防㻔３㻱㻕と効果の無い事故予防㻔３㻵㻕㻌

㻌
災害共済給付データで見るスポーツによる傷害の実態㻌
下図は、平成 㻝㻜 年から平成 㻞㻡 年に発生した体育活動における死亡（㻡㻡㻤 例）と重障害事例（第１
級～第３級障害 㻝㻣㻞 例）を示したものである。突然死、頭部外傷、脊椎損傷、溺水、熱中症が主要なも
のであり、中学校、高校で激増する。競技では、図には示さないが、陸上競技、水泳、柔道、バスケ、
サッカー、野球、ラグビー、バレー、器械体操、テニス、剣道が多い。突然死や熱中症に関しては、屋
外、屋内を問わず発生しており、スポーツによらず全体的な予防アプローチが重要であり、頭部外傷、
脊椎損傷はそれを起こしやすい衝突、飛び込み、投げるなどのハイリスク状況があるスポーツごとの
対策が重要である。㻌

㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

㻌
図３：体育活動における死亡・重障害事故の傷病別・学年別推移㻌
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㻌
頭部外傷や頚椎損傷は、投げたり、投げられたりする状況で発生しており、下図に示すように中学
１年時、高校１年時に多発しており、入学してから間もない初心者に多発している。スキル習得のプロ
セスを理解した予防が求められる。㻌

㻌
図４：投げられる・投げる等による死亡・重障害事故の傷病別・学年別推移㻌
㻌
次に、下図に第１級から 㻝㻠 級までの障害全般の事故統計を示す。スポーツ別で見てみると、眼と歯
の傷害は野球が突出しており、ついでサッカーやバスケットボールとなっている。ボールが当たる、他
者と衝突する、道具が当たるなどが主要因となっている。㻌
㻌㻌

㻌
図５：体育活動における障害事故の障害別・競技別㻌
㻌
スポーツにおける死亡・重傷害事故を分類する㻌
下図は、死亡・重障害事例 㻣㻟㻜 例の各事故状況の類似度を調べ、地図上に配置したものである。
近いものほど事故状況が似ていることを示している。各文字はその事故に関係したスポーツ名を付し
てある。この図から、スポーツはいろいろがあるが、事故状況が類似したものが多く、大雑把に、「ぶつ
かる系」「走る・跳ぶ系」「振る・うつ系」に分類できることが分かる。㻌

㻌
図６：スポーツ事故の地図（各事故状況の類似度を計算し配置）㻌
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㻌
●中央左型の「ぶつかる」とある辺りには、水泳、ラグビー、柔道、サッカーが集中している。競技は
異なっているが、激しくぶつかる状況が生まれやすい競技という点で類似度が高いことを意味し
ている。傷害の内訳をみると、頭部外傷、頚椎損傷が多発している競技が集まっている。㻌
●下側の「走る・跳ぶ」では、事故発生状況が走行中や跳躍中に生じるグループを示している。野
球、ハンドボール、ラグビー、バスケットボール、器械体操など屋内外を問わず多種多様である。
このグループでは、突然死が多発しており、ついで、頭部外傷、頚椎損傷、熱中症が生じている。
ラグビーは、さきほどの「ぶつかる」でも出現していたが、これは、衝突する状況では、頭部外傷が
生じており、激しい走行をする状況では、突然死が生じていることを示している。このようにスポー
ツによっては、様々な状況を含むものがある。㻌
●左上の「振る・打つ」では、道具を使用するスポーツのグループであり、傷害の内訳を見てみると、
突然死、熱中症が主な傷害となっている。㻌
㻌
スポーツにおける死亡・障害事故の予防㻌
●頭部外傷、頚椎損傷は、大きな外力が局部にかかる場合に生じるもので、これが起こる状況は
限られており、危険状況ごとの対策が必要である（ハイリスクアプローチの必要性）。水泳、ラグビ
ー、柔道、サッカーなどにおいて、指導者・児童が危険な行為を知り、指導者は児童に対して危
険行為や技を禁止する必要がある。さらに、競技の審判もそれを反則としてきちんと扱う必要が
ある。また、中学１年や高校１年の初心者に多いことも特徴であり、個々の児童の習熟に合わせ
た指導を行うことが重要である。㻌
●突然死、熱中症は、あらゆるスポーツで生じる可能性があり、あらゆるスポーツに共通する基本
的事項として対策をとる必要がある（ポピュレーションアプローチの必要性）。突然死に関しては、
㻭㻱㻰 の普及は進んでいるが、これのアクセスが悪かったり、正しく使用できなかったりする状況が
ある。例えば、心臓に異常が起こると、低酸素時の呼吸反応として、死戦期呼吸と呼ばれる喘ぎ
呼吸が起こることがあるが、医学的には胸から腹の上下運動が伴わない無呼吸状態となってい
る。この現象を理解し、㻭㻱㻰 装着できるかが鍵となる。熱中症では、日本体育協会などから気温
と運動の中止の目安に関する資料が出されている。また、熱中症リスクの判断を助けてくれる熱
中症計が市販されている。客観的指標に基づいて、運動の中止の判断を行う必要がある。㻌
●障害事故の内訳は、死亡・重障害事例の内訳と大きく異なる。目や歯の傷害が多い。海外では、
目を守るポリカーボネイド製のシールドや、シールド付のヘルメットの着用により、目の傷害予防
に成功している事例もある㼇２㼉。㻌
㻌
立ち上がる保護者たちと事故を扱える力㻌
平和学で著名なガルツゥング博士は、平和とは暴力が無い状態という消極的な定義ではなく、暴力
を扱う能力を備えた状態であると述べた。また、紛争状態を「妥協点の調整」によって「解決」するので
はなく、対話によって、新しい次元の「創造的な解決法」を探索することが重要であると指摘した。学校
安全の場合も同じである。安全とは、事故・危険がなくなった状態のことではなく、事故・危険に正しく
向き合い、事故・危険を扱う能力を備えた状態であり、紛争や対立の解決のためには、創造的な解決
法が必要となる。㻌
学校の安全管理については、これまでにもいろいろな対策が行われてきた。しかし、残念なことでは
あるが、毎年、学校管理下で死亡、あるいは重症の事故が起こっている。これらが発生すると学校現
場はパニック状態となる。この事態の中で、学校管理者である校長、担任教師はあらゆることに対応し
なければならなくなるが、すべてに適切に対応することはたいへんむずかしい。中には、保護者とのト
ラブルも起こっている。㻌
保護者は、「なぜ死ななければならなかったのか、あの時、何が起こったのか真実を知りたい」「二
度と同じ事故を起こさないようにしてほしい」の二点を強く要望する。しかし、事故が起こった状況を再
現し、検証することはたいへんむずかしい。特に、時間が経過すると、何が起こったのかわからない場
合が多い。最近では、保護者側は第三者調査委員会の設置を求め、学校側と対立する場合もある。㻌
㻞㻜㻝㻠 年４月、文科省は「学校事故対応に関する研究」有識者会議を設置して検討を開始した。この
会議では、①事故の再発防止に向け、事故の検証組織のあり方など学校事故の調査の体系化、②
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実態調査に関する調査項目の検討、さらに調査結果を踏まえた分析、③学校の危機管理の改善、学
校事故に関する情報共有のあり方、④学校事故調査にあたっての留意事項などが検討されている。㻌
死亡事故が発生した場合には、学校、教育委員会だけですべてに対応することはむずかしく、各県
単位で「学校事故危機管理官」を配置して、適切な調停や対応ができるシステムを構築し、より次元の
高い創造的な予防活動に繋げていく仕組みを作る必要があると考えている。㻌
㻌
㻌
㻌
参考文献㻌
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講演時に使用した資料
子どもの死亡原因の現状

スポーツ事故防止対策推進協議会
セミナー 2015/2/6

不慮の事故が死亡原因の第一位

・年間705人の子どもが死亡（誤飲・転落・溺れ）
・年間5,000億円の経済損失

スポーツ傷害予防の基本的考え方と
科学的実践
～変えられるものを見つけて変える～

年齢

第1位

第2位

Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

1

2
3

産業技術総合研究所
デジタルヒューマン工学研究センター
傷害予防工学研究チーム
緑園こどもクリニック
セーフキッズジャパン 理事長

第4位

第5位

先天奇形等
807人

308人

122人

89人

76人

1〜4歳

先天奇形等

不慮の事故

悪性新生物

心疾患

肺炎

109人

83人

5〜9歳

不慮の事故

141人

山中龍宏1,2,3

第3位

0歳

15〜19歳

悪性新生物 その他の新生物

出血性障害等

55人

53人

心疾患

肺炎／先天奇形等

104人

35人

22人

20人

悪性新生物

自殺

不慮の事故

心疾患

先天奇形等

97人

91人

66人

25人

20人

自殺

不慮の事故

悪性新生物

心疾患

その他の新生物

454人

335人

149人

51人

21人

106人
10〜14歳

呼吸障害等 乳幼児突然死症候群 不慮の事故

（2013年人口動態統計（概数））

子どもの事故のとらえ方（その１）

スポーツによる傷害
Q １年間に学校環境
下で、病院の受診
が必要な事故が約
100万件起こってい
る。別の表現をす
れば、30秒に１回。
Q スポーツ関連事故
は、平成10年度～
平成25年度の16
年間に発生した体
育活動（体育の授
業、運動部活動、
体育的行事等）に
おける死亡事故は
538件、何らかの障
害に至った事故は
1998件発生。

｢事故｣に対する考え方の推移

以前の「事故」は

最近の「事故」は

Digital Human Research Center

（

）

（

予測ができ、
予防可能な事故

Digital Human Research Center

Injury

Accident
予測できない、
避けられない事故

）

まずはじめに、事故に対する意識を変える

⼦どもの傷害の発生メカニズムの３つの相（Injury Phase）

Digital Human Research Center

起こる瞬間

1週間

教育委員会、
通達

事故の

消防庁、過去
のデータ発表

校長、謝罪

起こった後

事故発生

Digital Human Research Center

起こる前

Injury Prevention

事故の

天窓の場合

現状は、加害者生産システム

子どもの事故のとらえ方（その２）
事故の

事
故
が
第
一
位

⼦どもを守るために最も⼤切なことは？

起こる前に対策することが重要！

文科省、再発
防止策を検討

1日後

「仕組み」不在
の悪循環
（個別、その場対応、
システム不在）
損害賠償（民
事）？？
自治体、校長を戒告
処分（行政処分）
2年7月後

同様な事故
が他の学校
で発生

教育委員長、管
理指導を徹底

3月後

文科省、留
意点を通達
教訓「情報共有
の必要性」

警察、校長を業務
上過失致死罪で
略式起訴・命令
（罰金20万円）
1年8～9月後

1年9月後

1
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何を「変える」？

事故予防＝変えられるものを見つけ、変える

変えられるもの

保護者を教育 Education

Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

変えたいもの

•
•
•
•

事故予防のために変えるもの(３E)

•死亡事故の数
•後遺症の数
•重症度

変えられないもの
•
•
•
•

床の材質（メーカ）
家具の高さ（メーカ）
予防対策の実施（運用者）
対策品の購入（保護者）

子どもの年齢・性別
保護者がみまもる力
天気
時間

法律・安全基準作成
Enforcement

子どもを教育 Education

パッシブ戦略

環境を変える Environment

アメリカでのパッシブ戦略（成功例）

Qアメリカでは、現在、２千万人規模の野球人口
Q主要な傷害の一つが、スライディングによる傷害
–重症なもの：足関節の骨折、ひざの捻挫、肩の脱
臼
Q何が変えられるか？（すぐに思いつくもの）
–スライディングを禁止する
Digital Human Research Center

「加害者生産システム」からの脱却
「傷害予防システム」へのシフト
（事例）

–ベースを地面に埋め込む
–スライディングのスキル向上のための教育

アメリカでのパッシブ戦略（成功例）

アメリカでのパッシブ戦略（成功例）

Qアメリカでは、現在、２千万人規模の野球人口
Q主要な傷害の一つが、スライディングによる傷害
–重症なもの：足関節の骨折、ひざの捻挫、肩の脱
臼
Q何が変えられるか？（すぐに思いつくもの）
–スライディングを禁止する
• （問題）大きな変更は受け入れられない
–ベースを地面に埋め込む
• （問題）審判がセーフ・アウトの判定しにくい
–スライディングのスキル向上のための教育

Q効果が高いのは、「安全なベースの開発」だった

Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

スポーツにおける
パッシブ戦略成功例

• （問題）教育をしている時間が確保できない

分離型ベース

2
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アメリカでのパッシブ戦略（成功例）

アメリカでのパッシブ戦略（成功例）

Q本当か？
Q科学的な検証（これが重要！）
–分離型ベースと固定型ベースの比較を1250回のソ
フトボール試合で行った。

QCDC（アメリカの厚生省疾病対策センター）の試算
Q分離型ベースで毎年170万件のスライディング傷害
が予防可能であり、これにより2,000億円の医療費削
減が可能

• 625回を分離型、625回を固定型

• 固定型ベース：45回のスライディング傷害
• 分離型ベース： 2回のスライディング傷害
(96%の削減効果、しかも、傷害が発生しても軽
傷）

Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

–結果１

–結果２
• その後、全部を分離型ベースに変更し、さらに
1000回試合した結果、スライディング傷害は2回

事故予防＝変えられるものを見極め、変える
野球の事例の場合

変えたいもの、変えられるもの、変
えられないものを見極め、予防を行
うことが重要

●事故予防の基本的な考え方１

•スライディングによる傷
害（足関節の骨折、ひざ
の捻挫、肩の脱臼）

事故予防のために求められる努力量と、
実際にそれによって予防が可能となる量との関係

一 般 論

変えたいもの

Digital Human Research Center

変えられるもの

変えられないもの
• 審判・先生がみまもる力
• 天気、時間
（実際には変えにくいもの）
・スライディングスキル向上
・スライディングを禁止
・ベースを地面に埋め込む

•分離型ベースの開発（メーカ）
•分離型ベースの採用（学校）

最小
ゼロ

なし

求められる努力量

事故予防のために求められる努力量と、
実際にそれによって予防が可能となる量との関係

火災・火傷にあてはめると

野球中の事故にあてはめると

最大

最大

予防効果の可能性

Digital Human Research Center

防火タバコの使用
煙・熱感知器の設置
難燃性のパジャマ・毛布の使用
消火器の設置

最小
ゼロ

火の始末は厳重に

なし

多い

●事故予防の基本的な考え方３

事故予防のために求められる努力量と、
実際にそれによって予防が可能となる量との関係

予防効果の可能性

Digital Human Research Center

●事故予防の基本的な考え方２

予防効果の可能性

Digital Human Research Center

最大

求められる努力量

多い

2

分離型ベース
ヘルメット一体型の目のプロテクター

スライディングスキル向上

最小
ゼロ

スライディング禁止

なし

求められる努力量

多い

3
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●子どもの事故を確実に減らす

その１

●子どもの事故を確実に減らす

その２

予防を実践した結果は、データの収集と評価

事故を科学的にとらえ、分析（過去の事故事例のデータから）

１．重症度が高い事故
１．発生数・発生率の減少
Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

２．発生頻度が高い事故
３．増加している事故
４．具体的な解決策があるもの

予防活動の実践

２．重症度の軽減
（通院日数、入院日数、医療費など）

予防活動の評価は必ず数字で検証

事故状況のクラスター分析
Q 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730例（死亡558例、重障害172例）
状況特徴は
①走る,

データに基づくスポーツ外傷の予防

②跳ぶ,
③投げる,

Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

④ひねる,
⑤振る,

熱中症

突然死

その他

走る・跳ぶ

Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

頭部外傷

振る・打つ

突然死

脊髄損傷

⑦打つ,
⑧横移動,
⑨つかむ,
⑩ぶつかる(物と),
11ぶつかる(人と),
12泳ぐ,
13こぐ,

スポーツにおける死亡・障害事故の予防

ぶつかる

脊髄損傷

⑥蹴る,

熱中症

頭部外傷
突然死

熱中症

Q頭部外傷、頚椎損傷は、大きな外力が局部にか
かる場合に生じるもので、これが起こる状況は限
られており、危険状況ごとの対策が必要である（ハ
イリスクアプローチの必要性）。
Q水泳、ラグビー、柔道、サッカーなどにおいて、指
導者・児童が危険な行為を知り、指導者は児童に
対して危険行為や技を禁止する必要がある。さら
に、競技の審判もそれを反則としてきちんと扱う必
要がある。また、中学１年や高校１年の初心者に
多いことも特徴であり、個々の児童の習熟に合わ
せた指導を行うことが重要である。

頭部外傷

4
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Q突然死、熱中症は、あらゆるスポーツで生じる可能性があ
り、あらゆるスポーツに共通する基本的事項として対策をと
る必要がある（ポピュレーションアプローチの必要性）。
Q突然死に関しては、AEDの普及は進んでいるが、これのア
クセスが悪かったり、正しく使用できなかったりする状況が
ある。例えば、心臓に異常が起こると、低酸素時の呼吸反
応として、死戦期呼吸と呼ばれる喘ぎ呼吸が起こることが
あるが、医学的には胸から腹の上下運動が伴わない無呼
吸状態となっている。この現象を理解し、AED装着できる
かが鍵となる。熱中症では、日本体育協会などから気温と
運動の中止の目安に関する資料が出されている。また、熱
中症リスクの判断を助けてくれる熱中症計が市販されてい
る。客観的指標に基づいて、運動の中止の判断を行う必要
がある。

Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

スポーツにおける死亡・障害事故の予防

湿球黒球温度（WBGT）:
乾球温度、湿球温度、黒球温度
の値を使って求めます。
日本体育協会, スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック
http://www.japan-sports.or.jp/medicine/tabid/523/Default.aspx

スポーツにおける死亡・障害事故の予防

データに基づくスポーツ外傷の予防
のための支援ツール
Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

Q障害事故の内訳は、死亡・重障害事例の内訳と大
きく異なる。目や歯の傷害が多い。海外では、目を
守るポリカーボネイド製のシールドや、シールド付
のヘルメットの着用により、目の傷害予防に成功し
ている事例もある。（ AAPは、プロテクター利用を強く推奨 ）

Jorge O. Rodriguez, Adrian M. Lavina, Anita Agarwal, “Prevention and Treatment of Common
Eye Injuries in Sports,” AMERICAN FAMILY PHYSICIAN, Vol. 67, No. 7, pp. 1481-1488, 2013

外傷予防プログラム促進ビデオ

変えられるものを見つける方法
事故の状況が分かる(市民の事故データ）

Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

変えられるものを探す

研究をして、解決方法をみつける

変えられるのを変える

→

事故は予防できる

4

5
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傷害サーベイランスシステム
（データ集計・可視化機能）

Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

傷害サーベイランスシステム

• タブレット対応
• 台東区金竜小、豊
島区富士見台小
で導入。(9月）

集計の条件設定が可能
クロス集計も可能

意味のある事故予防(3E’s)と
役に立たない事故予防(3I’s)

傷害予防とは・・・
事故の

事故の

事故の

起こる前

起こる瞬間

起こった後

安全だから活動的に！
活動的だから、健康に！

アプローチ

①事故のデータを提供する
②職員・保護者・製造者が、変えられるものを見極
め、それを着実に変え、ミスを許容したり、ちょっ
と目が離せる環境を作ること。（３Ｉ⇒３Ｅ）

取り得る、もしくは、
現在取られている

Digital Human Research Center

Injury Prevention

Digital Human Research Center

• 集計結果のグラフは、プレビュー
画面で確認・画像保存が可能
• 集計結果の数値はエクセルファイ
ルで保存も可能

3E’s: 有効な事故予防
Effective Injury Prevention

3I’s: 無理な事故予防
Ineffective Injury Prevention

Environment
（環境改善）

Individual
（個人責任・モラル・
非システム的）

電気ケトル、CR付きライター、蒸気レ
ス炊飯器、衝撃吸収材、ヘルメット

緊張感不足・自治体課長・校長先生処分・保護
者責任

Education
（教育）
環境改善を促す教育、定量的な情報
提供、ツールの使い方教育、右の３
I’sが無力であることの教育

Impossible
(実行不可能・
非科学的)
０．５秒問題、注意による見守り、身を話さない

Enforcement
（法律・基準）
シートベルト装着、飲酒運転禁止、煙
感知器設置、遊具の接地面、自転車
チャイルドシート、ベビーベッド

Instant
(即時的・
その場しのぎ）
周知徹底、指針策定、通達、「～すべきだ」と言
うだけ、follow up不在、騒いで忘れる

Healthy, Active, Safe!!

Digital Human Research Center

Digital Human Research Center

Q傷害予防は、子どもの行動を制約する？
Q傷害予防は、危険回避力育成を阻害する？

http://www.safekidsjapan.org/tools.html

Q傷害予防は、
子どもの成長に欠かせない
ミス・失敗を許容する方法
Q傷害予防は、
子どもを活動的に、健康にする方法
Q傷害予防は、
見守る人（保護者・先生）も守る方法

6
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―【パネルディスカッション】（大阪会場）―㻌

㻌
練習中に繰り返される事故：想定外はない㻌
～ひやり、ハッとの毎日ではありませんか～㻌
㻌
公益財団法人㻌 日本高等学校野球連盟㻌 理事㻌 㻌 田名部㻌 和裕㻌
㻌

＜発表要旨＞㻌
㻌
野球における事故の特徴㻌
（Ⅰ）試合中の事故㻌
練習と違って試合では一つのボールに集中しているので頻繁ではないが、最近の事例からいくつか
特徴的なものを挙げると。（中には不可避と思われる事故もある）㻌
①㻌 投手㻌 打球を頭部や目に受けるケースがある。㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 稀に盗塁を阻止しようとした捕手の２塁への送球が投手の頭部に当たる。㻌
＊㻌 投手は投げたボールが必ず自分のところに打ち返されてくるという心構えを忘れてはいけな
い。また、捕手からの送球に目を切ってはいけない。㻌 㻌 㻌 㻌
②㻌 打者㻌 スクイズの場面で自打球を目に当てたり、顎に死球を受けるケース。㻌
＊㻌 打者は打者用ヘルメットの着用を義務付けられているが、頭部に投球を受けたケースでは例
外なく臨時代走の規定を適用して経過観察をすること。㻌
③㻌 走者㻌 併殺プレイや走塁中に野手と衝突する。㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 野手が捕手からの送球を捕ろうとしてバランスを崩し、走者に馬乗りになる。㻌
④㻌 野手㻌 主に内野手のイレギュラーバウンドによる顔面への打撲㻌
㻌
（２）練習中の事故㻌
練習中では圧倒的に打撃練習中が多い。その事例を挙げると。㻌
①㻌 打撃練習中の事故㻌
㻌 㻌 ア、隣の打者からの打球事故㻌
捕手からの送球を受け取っている間に目をそらした時に打球が当たる。㻌
自分が投球している打者や隣の打者からの打球が防御ネットのパイプに当たりはねた
打球に当たる。㻌
イ、防御ネットの設置が不十分㻌
㻌 左投手から右投手に途中で替わった時、防御ネットの設置位置が適切でなく打球が当㻌
たる。㻌
Ｌ字ネットの三角部分が破損していた。ネットの破損やたるみがある。㻌
ウ、打撃マシン使用中の事故㻌
マシンからの打ち出し穴から打球が飛び込んで頭部に当たる。㻌
マシンの投球を調整中に通りかかった部員に当たる。㻌
エ、野手や補助員への打球事故㻌
外野飛球やファウルボールを追った野手に次の打球が当たる。㻌
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水撒きをしていた部員に打球が当たる。㻌
ティ打撃のボールを上げていた補助員に打球が当たる。㻌
オ、下校中の生徒や他のグラウンド共用部員に当たる。㻌
②㻌 守備練習中の事故㻌
㻌 㻌 ア、送球による事故㻌
併殺プレイを勘違いして直接ボールを見ていない１塁手に送球する。㻌
キャッチボールで間違った相手に送球する。㻌
㻌 㻌 イ、ノック中の事故㻌
外野手へのノックの打球が内野手に当たる。㻌
ノッカー補助員に１塁手からの送球が当たる。㻌
㻌
（３）１年生の事故㻌
過去の事故例では、１年生が入部してから夏までの間で発生しているケースが多い。高校に入って
初めて硬式ボールを体験する部員も多い。㻌
練習の手順や全体への気配りができていないケースが事故発生要因に挙げられている。１年生に
は練習での役割りを明確に伝え、ボールへの注意が疎かにならないよう、指導者や上級生が気配りを
してやってほしい。㻌
㻌
（４）心臓振盪の留意事項㻌
ＡＥＤが学校をはじめ公共施設に設置されてきた。しかし、折角設置されていても使用方法を知らな
かったり、場所が分からなかったでは重大事故を防げない。以下のことを留意してほしい。㻌
①㻌 自校のＡＥＤ設置場所を全部員が知っておくこと。㻌
②㻌 必ず定期的にみんなで使用方法を確認すること。㻌
③㻌 １分ごとの遅れが㻝㻜％ずつ救命率を低下することを理解しておくこと。㻌
④㻌 練習試合や合宿などで他の施設に行ったときは、必ず設置場所を確認し、みんなで情報を㻌
共有すること。㻌
⑤㻌 練習試合で相手チームを迎えた時もＡＥＤの設置場所を知らせておくこと。㻌
㻌
（５）「ピッチスマートⅢ」（ＤＶＤ）の紹介㻌
第㻥㻜回全国高等学校野球選手権大会の記念事業として、日本高等学校野球連盟と朝日新聞が制
作し、全国の加盟校へ配布したＤＶＤから、ＡＥＤに関する部分と脳振盪後の処置の映像を紹介する。
（約㻝㻜分）㻌
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発表時に使用した資料
想定外の事故はない

高校野球の安全対策

繰り返す練習中の事故
平成２７年２月６日（金）
（公財）日本高等学校野球連盟
理事 田名部 和裕

事故は防げる

練習中で多い事故
打撃練習中の投手

打撃練習中の事故例

打撃マシン操作中の事故

複数個所での打撃練習
隣の打球が当たる
防護ネットのフレームで跳ねる
ネットの穴から飛び込む

6月までの1年生に多い
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MLBとの関係

2
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―【パネルディスカッション】（大阪会場）―㻌

㻌
体育活動における熱中症予防 㻌
㻌
独立行政法人日本スポーツ振興センター㻌
国立スポーツ科学センター㻌 センター長㻌 㻌 川原㻌 貴㻌
㻌

＜発表要旨＞㻌
㻌
災害共済給付の統計によると平成㻞㻡年度に学校の管理下において㻡㻘㻞㻤㻟件の熱中症が発生し、そ
のうちの約㻤㻜％に当たる㻠㻘㻜㻥㻥件が体育の授業や体育的部活動などの体育活動の中で発生している。
学校における熱中症を防ぐためには体育活動に参加する生徒や指導者が熱中症を理解し、適切に
対処することが特に重要である。㻌
熱中症とは熱に中㻔あた㻕るという意味で、暑熱環境によって生じる障害の総称である。熱中症には
熱失神、熱けいれん、熱疲労（熱ひはい）、熱射病などの病型があるが、重症な病型である熱射病で
は処置が遅れると、高体温から多臓器障害を併発し、死亡率が高い。学校の管理下での熱中症は体
育活動で多く発生しているが、それほど高くない気温（㻞㻡～30℃）でも湿度が高いと熱中症が発生して
おり、注意しなければならない。暑い中ではトレーニングの質が低下するため、トレーニング効果もあ
がらない。しかも消耗が激しい。したがって、熱中症予防のために運動のやり方や水分補給などを工
夫することは、事故予防という観点だけでなく、効果的トレーニングという点からも重要なことである。㻌
㻌
１㻌 熱中症の病態と処置㻌
㻔１㻕㻌 熱失神：㻌 㻌 㻌 㻌 血管拡張、脳血流低下によるもので、めまい、失神の症状が起こる。涼しい場に
運び、座らせる、ねかせる、脚を上げ水分（㻜㻚㻝％～㻜㻚㻞％程度の低張食塩水）を
補給すれば通常は回復する。㻌
㻔２㻕㻌 熱けいれん：㻌 大量の発汗があって水のみ補給した場合に塩分が不足して起こるもので、筋の
興奮性が亢進して四肢や腹筋のけいれんと筋肉痛が起こる。生理食塩水
（㻜㻚㻥％食塩水）を補給すれば回復する。㻌
㻔３㻕㻌 熱疲労：㻌 㻌 㻌 㻌 脱水によるもので、全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛などの症
状が起こる。体温の上昇は著明ではない。涼しい場所に運び、衣服をゆるめて
寝かせ、水分（㻜㻚㻝～㻜㻚㻞％程度の低張食塩水）を補給すれば通常は回復する。㻌
㻔４㻕㻌 熱射病（重症）：体温調節が破綻して起こり、高体温と種々の程度の意識障害（見当識障害か
ら昏睡まで）が特徴である。脱水が背景にあることが多く、血液凝固障害（ＤＩＣ）、
脳、肝、腎、心、肺などの全身の多臓器障害を合併し、死亡率も高い。㻌
㻌
熱射病は死の危険が迫った緊急疾患であり、冷却の処置をしながら一刻も早く集中治療のできる
病院へ運ぶ必要がある。熱射病の予後は高体温の持続時間に左右されるため、現場での冷却処置
が重要である。発症から㻠㻜分以内に体温を下げることができれば、合併症の発生もなく救命できると
もいわれている。現場での冷却処置としては、氷水に漬ける、水をかけて扇ぐ、頚、腋下、鼠径部など
の太い血管のある部分に氷やアイスパックを当てるなどの方法がある。㻌
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現場で救急処置を行うには熱射病か熱疲労かの鑑別が問題となる。熱射病の特徴は高体温と意
識障害である。意識障害は初期には軽いこともあり、応答が鈍い、言動がおかしいなど、少しでも意識
障害がある場合には熱射病を疑って処置をしたほうがよい。㻌
㻌
２㻌 熱中症の発生しやすい条件㻌
熱中症の発生には、環境の条件、個人の条件、運動の条件が関係している。㻌
㻔１㻕㻌 環境条件：気温、湿度が高いほど、直射日光など輻射熱が大きいほど熱中症がおきやすいが、
スポーツではそれほど気温が高くなくても湿度が高いと事故が起きている点に注意が必要である。
特に前日と比較して気温や湿度が大幅に上がった日は要注意である。㻌
㻔２㻕㻌 個人の条件：肥満の人、体力が低い人、暑さに慣れていない人、体調の悪い人は熱中症になり
やすい。特に学校管理下の熱中症死亡事故の７割は肥満であり、注意が必要である。㻌
㻔３㻕㻌 運動の条件：激しい運動ほど熱中症を起こしやすい。競技別ではラグビー、野球、サッカーなど
の球技や剣道、柔道などの武道で事故の約㻥㻜％を占めている。別の死亡事故の調査では、種目
に係わらず半分以上が持久走やダッシュの繰り返しで発症しており、暑い時期のランニングは注
意が必要である。㻌
㻌
３㻌 熱中症予防の原則㻌
㻔１㻕㻌 環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行うこと㻌
㻔２㻕㻌 暑さに徐々に慣らしていくこと㻌
㻔３㻕㻌 個人の条件を考慮すること㻌
㻔４㻕㻌 服装に気をつけること㻌
㻔５㻕㻌 具合が悪くなった場合には早めに運動を中止、必要な処置をすること㻌
㻌
４㻌 救急処置㻌
熱中症を４つの病型に分けて、病態と対処法を説明したが、実際の例ではこれらの病型に明確に
分かれているわけではなく、脱水、塩分の不足、循環不全、体温上昇などがさまざまな程度に組み合
わさっていると考えられる。したがって、救急処置は病型によって判断するより重症度に応じて対処す
るのがよい。㻌
暑い時期の運動中に熱中症が疑われるような症状が見られた場合、まず、重症な病型である熱射
病かどうかを判断する必要がある。熱射病の特徴は高体温（直腸温40℃以上）と意識障害であり、応
答が鈍い、言動がおかしいなど少しでも意識障害がみられる場合には熱射病を疑い、救急車を要請し、
涼しいところに運び、速やかに身体冷却を行う。㻌
意識が正常な場合には涼しい場所に移し、衣服をゆるめて寝かせ、スポーツドリンクなどで水分と
塩分の補給を行う。また、うちわなどで扇ぐのもよい。吐き気などで水分が補給できない場合には、医
療機関へ搬送し、点滴などの治療が必要となる。㻌
大量に汗をかいたにもかかわらす、水だけしか補給していない状況で、熱けいれんが疑われる場合
には、スポーツドリンクに塩を足したものや、生理食塩水（㻜㻚㻥％食塩水）など濃い目の食塩水で水分と
塩分を補給する。㻌
このような処置をしても症状が改善しない場合には、医療機関に搬送する。現場での処置によって
症状が改善した場合でも、当日のスポーツ参加は中止し、少なくとも翌日までは経過観察が必要であ
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る。㻌
㻌
５㻌 㻌 熱中症予防と体育活動の進め方㻌
学校の管理下の体育的部活動での熱中症事故の実態からは予防の留意点として以下のことがあ
げられる。㻌
㻔㻝㻕㻌 死亡事故の調査では、７月、８月に㻤㻡％が発生している。特別に暑い時だけでなく夏のごく普通
の環境条件でも多く発生している。したがって夏は個人の条件（特に肥満傾向の人は熱中症死
亡事故の７割以上を占めており、注意が必要。）や運動のやり方によってはいつでも熱中症事故
が起こりうることを認識する必要がある。また、ラグビー、野球、陸上の長距離走などの活動では
夏以外でも熱中症事故が起きている。㻌
㻔㻞㻕㻌 体育館・屋内運動場で㻞㻟㻚㻤㻑が起きている。屋内環境でも運動に対する配慮が必要。㻌
㻔㻟㻕㻌 ラグビー、野球、剣道、サッカー、柔道などで㻝人当たりの医療費が高い。ということは、これらの
種目で症状が重くなる傾向があると考えられ、特に注意が必要である。また、運動種目に関わら
ず、持久走やダッシュの繰返しによって多く発生している。激しい運動ではもっと頻繁に（㻟㻜分程
度に１回以上）休憩を取る必要がある。㻌
（㻠㻕㻌 災害発生時の症状をみると「頭痛」、「吐き気」、「眩暈」等が多くみられる。これらの症状が熱中
症を疑う参考となる。㻌
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発表時に使用した資料
熱中症とは
体育活動における熱中症予防

 熱中症とは暑い環境で生じる障害の総称
 熱疲労、熱痙攣、熱射病などの病型があり、重症病型
の熱射病は死亡することもある
 事故が起きると指導者は責任を問われる

国立スポーツ科学センター
川原 貴

 安全だけでなく、トレーニング効果を上げるために暑さ
対策が必要

暑熱環境での運動
• 運動では大量の熱発生。激しい運動では20～30分で体温を
4℃上昇させるのに相当する熱が発生
• 高温
⇒放熱（輻射、伝導、対流）の制限
• 高湿
⇒汗蒸発の制限
• 直射日光 ⇒輻射熱が体に加わる
• 熱収支不均衡

⇒体温の異常な上昇（熱射病）

• 皮膚血流の増加 ⇒循環調節不全（熱失神）
• 発汗
⇒脱水（熱疲労）、塩分欠乏（熱けいれん）

熱中症に対する現場での処置

熱中症の病型

 まず、重症かどうかを判断する
熱射病（高体温、意識障害）が疑われる場合には冷却処置をし
ながら病院へ
【重症】

• 熱失神： 末梢血管拡張、脳血流低下 ⇒めまい、失神
• 熱けいれん： 塩分の欠乏 ⇒筋痙攣（こむらがえり）
• 熱疲労： 脱水 ⇒口渇、倦怠感、吐き気、頭痛、めまい

 涼しいところに運び、衣服をゆるめ、座らせるか寝かせ、水分と
塩分を補給（スポーツドリンク、経口補水液など）する。
 塩分補給をしておらず、筋けいれんがある場合には濃いめの
食塩水（生理食塩水：0.9％程度）を補給
⇒これらの対処で軽快 【軽症】

• 熱射病： 体温調節の破綻
（重症） ⇒高体温、脳機能障害（意識障害、運動障害）
多臓器障害、出血（血液凝固障害）

 回復しない場合、吐き気、嘔吐などで水が飲めない場合は病
院へ
【中等症】
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学校管理下の熱中症死亡事故の実態
まとめ
•
•
•
•
•

ほとんどが部活動、一部校内スポーツ行事
部活動では夏、校内スポーツ行事では春・秋に発生
梅雨明けの7月下旬、8月上旬に多い
気温25～30℃でも湿度が高いと発生する
早朝や夕方にも発生する

• 部活動では野球、ラグビー、サッカー、剣道、柔道で多く発生
• 種目に関わらず、持久走やダッシュの繰返しで多く発生
• 激しい運動では短時間（30分）でも発生する
• 高校生が7割、1年、2年で多い、9割は男性
• 7割は肥満

10
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短期暑熱順化
適度な高温下で運動をしていると
暑さに順化できる

発汗量

心拍数

直腸温

直腸温

心拍数

負荷日数

Lind AR, Bas DF: J Appl Physiol 22：704-708,1963.
14

13

15

17

18
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暑さ対策のアンケート調査 インターハイ出場校

暑熱順化期間を設けているか？

休憩の間隔は？

⇒設けているのは22％のみ

⇒60分以上が多い
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―【パネルディスカッション】（大阪会場）―㻌

㻌
熱中症での死亡事故を防ぐために 㻌
㻌
学校法人箕面自由学園㻌 箕面自由学園高等学校㻌 校長㻌 吉田㻌 忍㻌
㻌

＜発表要旨＞㻌
㻌
Ⅰ．本校アメリカンフットボール部における死亡事故の概要㻌
㻌
㻌 㻌 高等学校３年生の生徒が８月上旬、他校との練習試合中に事故が起きた。当日は朝９時㻟㻜分に
キックオフ。㻝㻜時㻞㻜分ハーフタイム。㻝㻜時㻟㻜分後半開始。㻝㻝時㻞㻟分第４クオーターの途中、急に倒
れた。担架で日陰に運んだが、このときは比較的落ち着いていたので、脇の下に氷を入れ、うちわ
で扇いだ。その後、突然歩き出し、嘔吐した。㻝㻝時㻟㻢分救急車を要請し、病院に搬送するが、２日後
死亡した。㻌
㻌
Ⅱ．被災生徒に関すること㻌
㻌
㻌 㻌 ・中学時代からクラブチームでの経験があり、１年からレギュラー。㻌
㻌 㻌 ・身長の割に体重が一番重い。㻌
㻌 㻌 ・スタミナ、心肺機能もない方ではない。㻌
㻌 㻌 ・ラインのキャプテンで強豪校に対し普段以上の頑張り。㻌
㻌 㻌 ・前日の睡眠、当日の朝食も十分に摂れていた。㻌
㻌
Ⅲ．当日の環境㻌
㻌
㻌 㻌 ・相手校の場所（京都）は大阪より暑く感じたので、休憩中はヘルメットを脱ぐよう指示。㻌
㻌 㻌 ・選手は待機の時はテントに休憩できたが、攻守兼任の選手は戻ってこられない。㻌
㻌 㻌 ・１クオーターが半分経過したところでウオーターブレイクを設けていた。㻌
㻌
Ⅳ．競技的な問題㻌
㻌
㻌 㻌 ・攻守の選手を分けたいが、高校では部員数の関係もあり攻守兼任する選手がいる。㻌
㻌 㻌 ・約６、７㼗㼓といわれる防具が体全体を覆うので、熱の放出がうまくいかない。㻌
㻌 㻌 ・大会の決勝戦の日程が決まっているので、暑い時期の練習日程を組まざるを得ない。㻌
㻌
Ⅴ．事故発生後の熱中症防止に対する取組㻌
㻌㻌
㻔㻝㻕学校の取組㻌
㻌
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㻌 㻌 ・暑い最中には練習しない。時間制約に加え、気象要件を勘案する。㻌
㻌 㻌 ・ＷＧＢＴ温度計を導入㻌
㻌 㻌 ・生徒の体調を専門に観察する担当者（教員）を配置㻌
㻌 㻌 ・携帯電話などで気象情報を入手㻌
㻌 㻌 ・教員の研修㻌
㻌㻌㻌
㻔㻞㻕上部団体への働きかけ㻌
㻌 㻌 日本アメリカンフットボール協会と熱中症予防の徹底策を協議。その結果、「熱中症再発防止提㻌
言」の発表をいただく。㻌
㻌
㻌 〇㻞㻜㻝㻟年秋季リーグ戦における対策㻌
㻌 㻌 ・環境条件を把握し、試合開催の可否を判断する。㻌
㻌 㻌 ・熱中症防止の会場環境を整える。㻌
㻌 㻌 ・熱中症予防のチーム環境を整える。㻌
㻌 㻌 ・試合中に給水のためのタイムアウトを複数回設ける。㻌
㻌㻌㻌
㻌 〇中長期的な対策㻌
㻌 㻌 ・リーグ戦日程の見直し（中学・高校含む）㻌
㻌 㻌 ・練習制限の検討（練習時間・練習日数・トータル時間の制限など）㻌
㻌
Ⅵ．まとめ㻌
㻌
㻌 㻌 熱中症はバテている状況から病的な状態になる過程で、選手自身が自分の状況を理解できなく㻌
なってしまう。練習では、バテ気味の段階で休ませたり、異常が出ていなくても休ませることができる
が、試合では個々の選手の体調まで把握することが難しいので、時間を決めて休みを取らせる必要
がある。㻌
日本体育協会の運動方針では、㻞㻤度で㻟㻜分に１回、㻟㻝度以上ではもっと頻繁に休憩を取ることと
なっている。今回のようなウオーターブレイクでは１分程度なので十分な休憩とはならなかった。熱
中症の事故も対策が取れれば防ぐことができると思う。㻌

128

本文4-学校でのスポーツ事故を防ぐために_成果報告書.indd

128

2015/03/12

17:53:07

