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セミナー質疑応答
参加者から寄せられた質問

事前に寄せられた質問

①体育祭や運動会で実施する「組み体操」の安全確保について、注意すべきことは何か？

「組み体操」については、学習指導要領に例示されている内容ではありません。したがっ

て、学校行事等で「組み体操」を実施するかどうかは、各学校で判断する必要があります。

一般的に、実施する場合には、その教育的な意義について検討し教職員等の共通理解を得て、

児童生徒の実態などを踏まえ、安全確保に最大限配慮した丁寧な指導を行なう必要がありま

す。児童生徒の実態なども年々変化することから、「去年もやったからそのままやりましょ

う。」ということではなく、毎回、毎回検討することが必要であると思います。

②頭頚部外傷・熱中症・事故防止等について、特に注意すべきことは何か？

日本スポーツ振興センターには参考となる資料が多数あります。

例えば、『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』、『体育活動中における

熱中症予防』、『課外指導における事故防止対策』といった調査報告書もあります。

また、毎年発行している『学校の管理下の災害』（死亡・障害事例と事故防止の留意点）等

を活用していただきたいと思います。
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福岡会場での質問

③国家賠償法に基づく事案を自治体に求めずに、当事者間（生徒と教師個人）で訴訟等に至る

ケースがあるが、最近の傾向について、ご教示願いたい。

タイムリーな質問です。国公立学校における事故で、公務員たる教員の個人責任を求める訴

訟が増加しています。学校事故で教員個人に過失がある場合は、教員個人の責任について適用

される法律は、私立学校と国公立学校とで異なります。私立学校の場合には民法が適用され、

私立学校の教員は民法第 条に基づき個人が責任を負います。国公立学校の場合には国家賠

償法が適用され、国家賠償法第 条第 項に基づき、「公務員に故意又は重大な過失があつた

ときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」に過ぎません。この条文

の解釈として、国公立の学校の教員は、故意又は重大な過失があつたときでも、求償権の行使

があるだけで、被害者との関係では責任を負いません。軽過失がある場合には、求償権も含め

て個人が責任を負わないとされています。国公立学校の教育活動を、警察の活動などと同じよ

うに「公権力の行使」ととらえるからです。

私立学校で起こった事故と国公立学校で起こった事故とでこのような差異を設ける合理性

があるのかという批判的な意見があります。現在の最高裁の判例が維持され続けるのか慎重に

見ていくことが重要です。

④武道が中学校で必修化された時、柔道人口が多いフランスと比べて、日本では学校での柔

道の事故が非常に多いということで話題になったと思う。

ⅰ、そういった外国と比べると、日本における学校の柔道の事故が非常に多いというデータ

の出典は、あるのか？

ⅱ、必修化が始まってから死亡事故や重大事故が増加しているのか？

ⅰ、について、外国では事故報告などの正確なデータはありません。

ⅱ、について、必修化され、その後、全柔連が指導者に対し講習の義務化等をした影響もあ

ると思いますが、死亡事故は減っています。早く見つけて、早く治療するということがで

きるようになってきたので、二次予防はうまくいっていると思います。ただし、急性硬膜

下血腫の数はあまり変わっていません。一次予防の『急性硬膜下血腫を発生させない』こ

とは、うまく進んでいないというのが現在の状況です。

東京会場での質問

⑤ 先ほどの講義の中で、倒れているほとんどが心停止なので、とにかく心肺蘇生をするとい

う話があった。私が教員になってから数回てんかんで倒れる子どもを見たが、心停止で倒れた

子どもを見たことがない。てんかんの発作と心停止で倒れた場合の見極めがあったら、ご教示

願いたい。

子どもが死亡に至る病気は圧倒的に心臓が多いです。先程も講義の中でお示ししたように、

一時的に不整脈になるが、自然に元に戻るものがあります。命に関わるてんかんは、確率的に

は昼間はほとんど起きていないという統計があります。

子どもが倒れた場合、基本的には心停止で意識を失ってけいれんを起こしているのではない

かというところへ踏み込んだ方が、私はいいのではないかと思います。

てんかんの発作と心停止を見極めることは無理ですから、まずは最悪の事を想定し、 を

装着することを考えた方が、私はいいだろうと思います。不整脈か、不整脈でないかを確認す

ることが重要です。

⑥（大畑大介氏に対し質問）トップアスリートとして、安全対策に注意していたことは何か？

ラグビーは過酷なスポーツです。ケガが重症化するケースも多くあります。そこで、試合中

の安全対策として、危険なプレーに対してのファウルは、厳格なルールのもと、しっかりと見

極めてとるようになっています。

また、選手への安全管理としては、脳震盪へのルールが厳格化されました。昔はやかんで冷

たい水をかけて目を覚まして、目が覚めたらもう意識も戻ったのだから試合する、それがラグ

ビーとしての美徳みたいな時代もあったのですが、今はしっかりとルールが決められています。

危険度が高いと言われるスポーツだからこそ、リスクマネジメントがしっかりできていると

思います。

選手の立場から安全対策を考えると、どのレベルの試合であっても、グラウンドに立つとき

には、しっかりと体を作っておくことです。未熟な状況で、見切りで何かをしてしまうと大き

なケガにつながると思います。中学生、高校生に対しては、指導者がトレーニングやケガをし

ないための体作りを計画的に実施さていけば、ケガは未然に防げると思います。

⑦膝によくないと言われている、うさぎ跳びを現在も行っているところがある。トレーニング方法

についてご教示願いたい。

関節にとって、あまり深い加重かけることはよくない。成長痛のあるなしや、成長時期とは

全く関係なく、避けるべきだろうというのは整形外科的にはもう一般的だろうと思います。

しかし、 年後、 年後を振り返った時に「それは良くなかった」とか、逆に言えば今の時

代で「ダメだ」と言われたものが、実はそれは「良かった」ということがあるかも知れません。

トレーニングに関する情報はしっかりと収集しながら、個々の実情にあった指導をすること

が重要ではないでしょうか。

⑧成長期の子どもたちと運動の関係について、ご教示願いたい。

一般的に言われているのは、小さいうちは、例えば無理に筋肉をつけさせずに、スキルを高

めるような練習を中心として、尐しずつ成長して筋力トレーニングを入れていくほうが良いと

いう考え方です。しかし、野球・サッカーにしても、小さいときから一流を目指して練習を行

い、たとえスキル中心であっても、スポーツ障害が発生する危険性は高いと思います。

⑨教職員、部活指導における外部指導員、少年団などの指導者は、一次救命講習は義務づけ

られているのですか？

私が知る限りでは、義務付けているような尐年団は聞いたことがありません。ただし、学校
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の教職員などは、外部指導者も含めて、いろいろな救急救命講習会等に参加しています。

指導員としてのオフィシャルな資格、日体協の講習会には一次救命のところは入ってきてい

ます。そういう資格を持っている方が指導をしていれば講習会を受講しているということだと

思います。

⑩心肺蘇生の モデルについて、ご教示願いたい。

実際にモデルを作ってから 年尐し経ちますが、先ほどのパネルの通りで のパッドの装

着件数が増えています。教職員が躊躇しないで を扱う、そういう姿勢や意欲は向上してい

るように思います。また、小学生は力が弱いので、大人のように実効性のある胸骨圧迫ができ

ない子どももいます。しかし、理解はできるようです。「私にもできることがある」という感

想が、寄せられています。教育的な配慮、正しいやり方は指導しますが、できるかできないか

ということを求めることは、発達段階に応じたレベルに合わせる必要があるように思います。

⑪クールダウンの必要性について、ご教示願いたい。

体のケアや疲れをほぐすためにも間違いなくクールダウンはやった方がいいです。

ウォーミングアップからトレーニング、そしてクールダウンという一連の動きの中で、自分

の体をしっかり知る、疲れをとっていく、体の異常も知る、さらに、自身の今日のトレーニン

グに対して振り返ることもできます。

大阪会場での質問

⑫死線期呼吸について、ご教示願いたい。

普通の呼吸とは違って、下顎（かがく）、下顎（したあご）だけが動くような動作です。よ

くみると顔全体は多分紫色で胸・お腹・横隔膜も動いていない。いわゆる顎だけがちょっと動

くだけの動作をみて「息をしている」とは、判断しない方がいいです。

東京会場で委員（ドクター）の講義の中で、呼吸がどうのこうのと言う前に「子どもが倒れ

た、意識がない、じゃあ すぐやりなさい」とおっしゃっていました。なぜなら、 は機

械が心室細動をちゃんと分析をして、必要なかったら電気ショックの作動はしないからです。

⑬暑い環境で練習する際の、熱中症予防の方法があれば、ご教示願いたい。

講演で熱中症予防 ヵ条として述べましたが、環境条件に応じて運動強度や休憩のとり方を

調整すること、徐々に暑さに慣らすこと、水分と塩分を補給すること、服装に注意すること、

体調や個人差に配慮することです。スポーツ現場で比較的できていないのが、休憩を頻繁にと

ることと暑さに徐々に慣らすことですので、この点には特に注意してください。暑い中で無理

なトレーニングをしても効果は上がりません。なるべくよい状態で質の高い練習をしようと思

えば、トレーニング効果が上がり、熱中症も起こりません。

総　括総　括

Ⅵ　総　括
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の教職員などは、外部指導者も含めて、いろいろな救急救命講習会等に参加しています。
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総 括

福岡会場

ラグビー協会内では、重症事故が多かった年に議論し「このままの状態でいると、さらに事故が多くなり、

プレーヤー以上に親御さんたちが、ラグビーを子どもにさせなくなるのではないか。」ということが懸念され、

事故防止の指導者講習を義務化させることになりました。

テキストを作る際に、実際に事故が起きた際の を入手して分析し、講習会に反映させたかったの

ですが、その が当事者間の訴訟などに使用されるのではとの危惧があり、難しい現実がありました。

今回の調査研究で、実際に事故が起きた教育委員会等の関係者に対して実地調査を行い、事故が起

きた際の詳細を理解することができました。

実際に事故が起きた場面を分析して、対応措置や事故の原因を探ることができ、講義でお示しできたこ

とは有意義だと思います。

心臓の疾患が分かっていれば、それを治すことは医者の仕事で、治療方法を研究していくべきだと思い

ます。しかし、原因がどうしても分からない場合もあります。

学校の先生方にお願いしたいことは、 の対応、救急蘇生の対応の講習をきちんと受けていただく。

そして、心肺停止の現場に直面したら、素早く行動を起こしていただきたい。

最近では、行動を起こさなかったことによる補償事例が起きかねない時代になりつつあると思います。

学校の関係者の方は、一般の方よりもはるかに高い確率で、心肺停止の現場に直面することがあると

思います。 に関しては、躊躇なくアクションを起こしていただくことを期待します。

私自身が熱中症死亡事故の立会いを経験したことがあります。

その時に感じたことは、「二度とこういう事故は起こしてはいけない」ということです。子どもが亡くなると

いうことは、親御さんはもちろん、教師や友達、関係者にとっても非常に辛いことです。経験してからでは

遅いのです。事故をゼロにするという信念が必要です。

子どもたちのために、教育委員会としては、先生方の見守り・指導・現場の声に耳を傾けながら、「事故

をゼロにする。」指導をしていきたいと思います。

柔道事故で防げるものは必ずあると思います。先生方の役割、医者の役割を合わせ、今後とも事故を

ゼロにするように、一緒に協力してがんばっていきたいと思います。よろしくお願いします。
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東京会場

学校でのスポーツ外傷は「防止できる」。

「防止できる」ことを理解することが安全予防で、一次予防になると思いますし、また、その促進のため

にいろいろな用具による安全もあります。

「発生する可能性のあるものをつぶしていく」ことも大事です。そのためには点検を日常的にやらなけれ

ばいけない。健康観察もそうだし、グラウンド、体育館等施設の点検もそうです。

そして、問題点があれば早期発見して早期に対処する。そのことが二次予防として安全の部分では重

要だと思います。

最後はやはり「重症化予防」です。何か発生した場合にそれに適切に対応できるマニュアルの流れをき

ちっと作っておくということです。「何かあったら何をすればいいのか」ということが明確に示されていること

が実は重要です。

最悪の結果とならないために、ぜひ周囲の人たちが、子どもも参加し、自分たちでできることをきちっと

練習、トレーニングをしていくという実践が重要ではないかと思います。

夢のある子どもたちの未来を阻害しないように、スポーツで安全に楽しく、かつ記録に挑戦できる、そう

いった若者たちを育てていければと思いますので、今後ともご協力をいただければと思います。

参加させていただいて大変勉強になり「得をしたな」という気持ちでいっぱいです。

特に印象的だったのは、子どもが倒れて、意識がなければ、すぐ を使え、というところです。

モデルの部分では、小学生や小さい子どもにも「自分ができることがあるからやる。」ということ

を学ぶことは、これからの生涯学習の部分も含めて非常に重要だということです。

渡邊委員の講義の中で、「事故は防げる」「防ごう」という心構えを持って、しっかり取り組まなければい

けないというところはとても参考になりました。

大畑さんは、現役時代に何度も大きなケガをされたようですが、その経験を活かし、スポーツ事故の防

止や安全についても御協力いただけるのではないかと思っているところです。

大阪会場

学校現場では、スポーツの事故は起きるわけです。日本スポーツ振興センターのデータを見ても、ほぼ

毎年同じように事故が起こっています。

ということは、やはり予防「自分の担当している所でこういうことが起こるのだ」と思わないと予防にはつ

ながらないと思います。

日本スポーツ振興センターから資料が出ているので、ぜひ、スポーツだけに限らず、学校管理下で起こ

る事故について資料を見て下さい。

科学的にその起こった状況をきちっと記録して、分析する中で、必ずある程度の予防策が見つかるわけ

です。たとえ自分の所で起こったとしても、ただ単に本人だけに教えるとか、本人の気構えだけというので

はなくて、きちっと分析して、それを記録して、専門家に相談して解決策をとっていく、そういうステップをそ

れぞれ皆様方の現場でしていただきたいと思います。

学校をより安全、そしてスポーツをより楽しくやってもらうためには、こういう地道な活動は必要だと思い

ます。ぜひ今回の研修会を参考に、日本スポーツ振興センターの資料を見るなり、そういったデータを活

用していただいて、安全な学校、そして正しいスポーツのために皆様方にご協力いただけばと思います。

このセミナーは大変有意義なものでした。

これまで、学校やスポーツ指導者等の把握している技術や考え方の情報を共有するものはありました

が、今回の調査研究では、医師や研究者である委員が、事故が起きた現地を実地調査し、医学的、医科

学的見地で実際の事故を見ると、「どうもいつもと考え方が違うようだ。」、「もう尐し深く掘り下げ、もっと別

な角度から検証できるのではないか。」ということが明らかになってきたのです。

今後、今回現地調査した結果、災害共済給付のデータを分析した結果、報告書、あるいは教材等を学

校現場の皆様に提供したいと考えています。先生方、個人の立場、所属する組織の立場からも含めて、

幅広く子どもたちの、最終的には幸せのために、事故防止にぜひ努めていただければ大変ありがたいと

思います。
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スポーツ事故防止対策協議会委員
平成26 年 12月現在 
（五十音順　敬称略）

氏　名　　　　　　　　　　　　　　所　属　　　　　　　　　　　   役　職

戸田　芳雄（委員長）

山中　龍宏（委員長代理）

鮎沢　衛

五十嵐　隆

井口　信二

池戸　成記

伊藤　静夫

大橋　洋輝

岡田　知雄

金岡　恒治

紙谷　武

神成　真一

田名部　和裕

長嶋　正實

西田　佳史

羽田　聡

檜垣　高史

松原　正男

道永　麻里

武者　春樹

村岡　宜明

村木　久美江

望月　浩一郎

安井　利一

渡辺　一郎

渡邉　正樹

川原　貴

奥脇　透

東京女子体育大学

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　院長）

日本大学医学部

独立行政法人国立成育医療研究センター 

東京都葛飾区立花の木小学校
(全国学校安全教育研究会)
東京都立町田高等学校
(公益財団法人全国高等学校体育連盟）

公益財団法人日本体育協会スポーツ科学研究室

東京慈恵会医科大学

神奈川工科大学

早稲田大学 スポーツ科学学術院
(公益財団法人日本水泳連盟)
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