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Ⅰ 死亡事故判例から見る指導者の熱中症予防への配慮のポイント
弁護士 望月 浩一郎
中学校ラグビー部 1 年生男子部員の夏期早朝練習中の熱中症死事件(2003 年判
決)を通じて､指導者は､スポーツ指導中に､熱中症の発症�増悪を防ぐために､どのよ
うな状況を把握して､どのような措置を講じなければならないのかという点につい
て事例を紹介する｡
1

事案の概要
中学校ラグビー部(顧問教諭 1 名､部員 18 名)が､7 月 27 日､夏期早朝練習を行った
ところ､1 年生部員 B(身長 155cm,体重 65kg)が熱中症になり､練習開始後 2 時間 49 分
後に救急車で病院に搬送されたが､翌 28 日に熱射病による多臓器不全で死亡した｡
7 月 27 日は､夏休みに入って最初の練習日である｡
2

練習場所や練習時間帯の選択
練習場所は市街地にある学校グラウンドであり､練習時間は､午前 6 時半からであ

る｡
【コメント】
【コメント】

熱中症予防に効果がある比較的気温の低い早朝を選択している点は配慮がなされ
ている｡
3

練習開始前の体調への配慮
B は､同年 6 月ころから､ラグビー部の朝の練習が厳しいため､食べても吐いてし
まうと言って､朝の練習がある日は朝食を取らないようになり､本件事故当日も朝食
を取っていなかった事実を含めて練習開始前に体調は把握されていない｡

【コメント】
この点は､本件熱中症の発症との関係で直接的関係があるか否か判断されていな
いが､熱中症予防という点からは､健康チェックを行うことが必要である｡朝食を摂
取していない事情は朝食を食べられないという点で体調不良の徴候であり、朝食と
共に摂取されたであろう水分が摂取されない点で水分不足の要因となる。食事を摂
っていない点は危険因子として把握することが必要である。
4 練習開始後の体調不良の把握
(1) 午前 7 時頃まで(練習開始後 30 分)
午前 6 時 30 分(午前 6 時台の WBGT24.28 度)ころ､a 中学校ラグビー部は､A 顧問に
よる部員の出欠確認の後､練習を開始した｡
午前 6 時 40 分ころ､ランニングパス 3 人組の練習を始めた｡B は､2、3 本目から遅
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れがちであったが､A 顧問はこれに気付いていなかった｡
ランニングパスを 4 本半終えた後､A 顧問は部全体に緩慢な動きが見られたこと
から､これを引き締めるために､全部員にキックダッシュの指示を出した｡1 本目終了
後､A 顧問には､B がいつもの 5 メートルのラストスパートをしているように見えなか
ったため､｢B、しっかりせい｡｣と言って､2 本目を追加する旨の指示を出した｡キック
ダッシュ 2 本終了後､残りのランニングパス 5 本半(合計 10 本)を行った｡
軽いジョギングによりクールダウンした後､グラウンド中央で A 顧問が部員に対
し体操隊形の指示を出したが､B は体操隊形を作らずその場で座り込んだ｡A 顧問は､B
のこの行動を見て､おどけて尻餅をつくように座ったものと判断し､せっかく一つに
なりつつあるムードがこわれ､キックダッシュをした意味がなくなると考え､懲罰と
して 2 回目のキックダッシュを全部員に指示した｡2 回目のキックダッシュは 1 本で
終了した｡
午前 7 時過ぎ(練習開始後 30 分｡午前 7 時台の WBGT24.68 度)､部員が順に号令を
掛けながら休憩を兼ねて体操を行った｡普段であれば､体操の最後に 2 人組になって
ストレッチ体操をするはずであったが､当日はそれをせず､キャプテンが｢集合｣と声
を掛けた｡A 顧問は､部員にとって休憩は長い方が良いと思いつつも､次の練習に動き
始めた部員の気持ちに水を差すよりも次に進めようと考え､敢えて何も言わなかっ
た｡
【コメント】
指導者としては､休憩をこまめに与え､水分補給を促すことが必要である｡連続し
て練習を行わせる場合には熱中症の危険性への配慮が必要である｡判決の事実認定
では､B は､午前 8 時頃まで 1 時間 30 分水分補給を行っていない｡指導者としては､自
由に水を飲ませる環境を整備するに留まらず､部員が十分に水分摂取をしているか
について配慮をすべきであった。
(2) 午前 7 時 30 分頃まで(練習開始後 1 時間)
体操の後､3 人組のヘッドダッシュタイムトライアルの練習に移った｡しかし､B は
途中､頭上に飛んできたボールを捕らえようと両手を挙げたが､｢アー｣という声を出
して､そのまま後ろに尻餅をついた｡A 顧問は､このような B の様子を見て､少しずつ
中途半端なプレイが目につき始めたと認識した｡その後､B は走り切ったが､ぐったり
とした状態であった｡
続いて､5 人組のヘッドダッシュタイムトライアルの練習に移ったが､B は､A 顧問
の指示した方向に走るものの､ボールを持つ走者を追わずに､まっすぐゴールに走る
などした｡A 顧問は､普段の B であれば少なくともボールを最後までつなぐプレイを
やり遂げるのに､上記のような行動が 2 回ほど見られたことから､これを無責任なプ
レイと判断し､懲罰として全員に 3 回目のキックダッシュの指示を出した｡
1 本目のキックダッシュの際､B は E、I に対して｢筋肉痛があるから走れない｡｣と
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訴えていた｡B は､1 本目を走り終えたが､往復ともいつもよりかなり遅れがちで､最後
5 メートルのラストスパートもできなかった｡そこで A 顧問は､懲罰として全員に 2
本目のキックダッシュを追加する指示をした｡
2 本目のキックダッシュでは､B がスタートのキックをしたが､ボールを蹴るとき
に足がもつれて蹴り損ね､ボールが前に転々とした｡B はその後走り始めたが遅れた
ため､後ろの組の E が B の背中を押して走らせようとした｡しかし､B は押しても歩く
より少し早いくらいの速度でしか走れず､背中を押す手を離すと後ろに倒れてくる
ような状態であった｡E は､B を押してもスピードを上げないので､ジャージをつかん
で少し引っ張るなどしたところ､B は片膝をついて前に倒れた｡その後､B は､立ち上が
り走り始めたが､その速度は遅かった｡
A 顧問はグラウンドの中央付近で練習の様子を見ていたが､B が A 顧問の前まで来
たとき､足先を指さし｢先生､足が痛い｡｣と言いかけた｡しかし､A 顧問は｢甘えるな｡｣
｢そんなもん通用せえへん｡｣｢しんどいふりするな｡｣｢演技してもあかん｡｣などと言
って取り合わなかった｡
B は､2 本目でもゴール前のラストスパートができなかったため､見学者の 1 人が B
のそばに駆け寄ってきて､B の背中を押して走らせた｡そして､ゴール直前､その見学
者が B を自力で走らせるために手を離すと､B はそのままゴールしたが､足がもつれ
てよろけた｡周りの部員が集まって B に声を掛けていたが､B は前向きに膝をついて､
その後尻餅をついて横に倒れた｡周りの部員らが声を掛けながら､B の胸をつかんで
起こそうとしたが､B は身体に力が入らず､手を離すと後ろに倒れるような状態であ
った｡
午前 7 時 30 分(練習開始後 1 時間)ころ､グラウンド中央付近にいた A 顧問は､前
記グラウンド上に倒れた B について､部員らが｢走ろうとしません｡｣｢起きようとしま
せん｡｣と言うので､B の方にゆっくり歩いていき､その胸倉をつかみ､｢しっかりせん
かい｡｣と言って B を引き起こそうとした｡しかし､B は｢嫌や｡｣など普段は A 顧問に対
して使わないようなぞんざいな言葉を発して顔を背けた｡この時､B の呼吸は荒い不
規則な状態であり､体にも力が全く入っておらず､目は半開きでつむりそうな状態で
あった｡A 顧問は､B にこれ以上何を言っても余計に頑なになるだけだと考え､｢何でや
ろうとせんのや｡｣と言って B を横に寝かせた｡部員の一人が｢先生起こしましょう
か｡｣と言ったが､これ以上走れないと判断し､｢もうほっとけ｡｣｢14 年間でこんなやつ
見たことないぞ｡｣｢後でちゃんと走らせろ｡｣と言って自らは次の練習位置に向かっ
た｡そして､他の部員にはキックダッシュの継続を指示し､B については､見学者に次
の練習位置まで連れて行くよう指示した｡
B は自力では歩けない状態だったので､見学者によってグラウンド中央付近の A
顧問がいる場所まで運ばれた｡A 顧問は､部員が B の周りを囲んでいたので､｢陰なん
か作らんでいい｡｣と言って､その中に割って入り､仰向けになっている B を起こそう
としたが､手を離すと倒れてしまい力が入っていなかった｡B の呼吸は荒く､横にさせ
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ると目は半開きになって閉じかけるので､A 顧問は B を見学者(J)にもたれかけさせ
て座らせた｡そして､B に｢しんどいふりしてもあかんぞ｡｣｢通用せんぞ｡｣などと声を
掛けたが､B は頷くものの言葉はなかった｡その後､A 顧問は B の様子を見学者に見さ
せて､練習を再開した｡
B はぐったりした様子で､息づかいが変化して｢アーアー｣と言うのみで､見学者が
声を掛けても反応しない状態であった｡
【コメント】
B は指導者に対し自ら体調不良を訴え､指導者は､B の行動が明らかに日頃とは異
なっていることを認識している｡しかしながら､B の訴えを演技だと安易に判断して､
練習を継続させている｡B の訴えに真摯に耳を傾けることで体調不良を把握し､休憩
を与えることで熱中症を回避すべきであった。
ところが、B の訴えを演技だと安易に判断して休憩を与えないだけでなく、さら
に負荷の大きな練習を指示した。
判決は｢B は､遅くとも午前 7 時 30 分ころには通常人であれば容態が悪いことを
容易に認識できるほど明らかに異常な兆候を示していたこと､A 顧問は､そのような
B の状態をよく観察していたこと､B 自身が A 顧問に対して直接体調の悪いことを訴
えていたこと等を総合すると､遅くとも午前 7 時 30 分ころには､A 顧問において､B が
熱中症を発症しているおそれを十分に予見ないし認識できたはずであった｣と判断
している｡
5 体調不良を把握した後にとるべき措置
1
午前 8 時ころ(練習開始後 1 時間 30 分経過｡午前 8 時台の WBGT25.64 度)､A 顧問
は休憩を指示し､B の近くに行って｢演技は通用せん｡｣｢ちゃんとせいよ｡｣等と声を掛
けたが､B は上記｢アーアー｣と言う以上の反応を示すことはなかった｡見学者が B に
お茶を飲ませようとしたが､B は口を少し開いたままで､口からこぼして飲めなかっ
た｡A 顧問は､そのような B の様子を見て｢しっかりせえ｡｣と言って B の頬を叩くと､B
は首を動かして A 顧問の方を見たが､しばらくすると焦点の合わない状態に戻った｡A
顧問は同じ事を 2 回繰り返したが､同じ反応であった｡そこで､A 顧問は､見学者に対
し､自力歩行できない B を水場に運ぶよう指示したが､自らは水場には行かなかった｡
午前 8 時 10 分(練習開始後 1 時間 40 分)ころ､休憩が終了し､部員らはモール等の
専門練習を開始した｡A 顧問の下に､見学者が B に水をかけてもよいか聞きに来たの
で､A 顧問は､しっかりかけてやるように言って､そのまま練習を続けた｡その後､見学
者が B に水をかけたが､反応がないので､A 顧問にその旨の報告をしたところ､A 顧問
は､もう少し続けてみるよう指示した｡
午前 8 時 40 分(練習開始後 2 時間 10 分)ころ､A 顧問が再度､B の様子を見に行っ
たところ､B は上半身裸で水場に 2 ないし 3 センチメートルの深さの水につかって仰
向けに寝かされている状態であった｡B は､目をつむったまま､アーアーと呼吸するの
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みであった｡A 顧問は､B が気を失ったら危ないと考え､B の背中を起こし､膝を背筋に
あて両肩に手を掛け､2 回力を入れて伸ばしたが効果はなかった｡A 顧問はこのままで
は B に風邪を引かせることになると考え､見学者に B を水場から出して石垣にもたれ
かけさせて座らせるように指示し､再び練習に戻った｡
午前 8 時 40 分過ぎ､A 顧問は B が心配になり､部活動を通常より 50 分早めて切り
上げ､B を保健室に連れて行くよう指示した｡その際､B は全身が脱力し､瞬きもない状
態であった｡午前 9 時 1 分､A 顧問の報告を受けた他の教諭の指示で 119 番通報し､午
前 9 時 19 分､救急車によって市内の病院に到着したが､翌日夕方熱射病による多臓器
不全により死亡した｡
【コメント】
判決は､A 顧問は､B が熱中症を発症しているおそれを十分に予見ないし認識でき
たはずであることを前提として､①直ちに練習を中止し､②涼しい場所で安静にさせ､
③冷却その他体温を下げるなどの応急処置をとり､④必要に応じて速やかに医療機
関に搬送すべきであったとした｡
しかし､この時点でも､A 顧問は､B が仮病を使って練習を怠けているものと安易
に判断してしまった｡B の介抱を見学者に委ねたまま放置し､午前 8 時 40 分に､目を
つむったままアーアーと言うのみでぐったりとしている B を見てもまだ､膝を B の背
筋にあてて伸ばす以外に積極的な措置を講じず､午前 8 時 40 分過ぎに至ってようや
く B の容態に不安を感じたが､保健室に運ぶよう指示しただけのため､救急車を呼ぶ
のにさらに 21 分の時間を要している｡
なお､治療にあたった医師は､B の救命可能時期につき､最後のキックダッシュ後､
グラウンド中央付近に運ばれ､｢アーアー｣という声を発するようになったころ(午前
7 時 30 分頃)であると意見を述べており､その頃までには適切な措置が講じられてい
なければならなかった｡
【結 論】
1

熱中症の危険性について､WBGT が 21 度以下の場合は熱中症発生の危険性は小さ
いが､21 度ないし 25 度の場合は熱中症発生に注意が必要であり､25 度ないし 28 度
の場合は熱中症発生を警戒し､積極的に休息を取り水分を補給する必要があり､28
度以上の場合は熱中症の危険が高いので激しい運動を避ける必要があるとされて
いる｡このように気温、湿度などを把握し、熱中症の発症の危険性を知ることが必
要である｡
2
練習開始前の健康チェックは､熱中症の防止に有効であり､練習開始前に体調を
把握し、体調不良者に対しては練習時間を短縮するなどの配慮が必要である｡
3
連続しての練習など無理をすることなく､こまめに休憩を取ることが必要であ
る｡
4
指導者としては､自由に水を飲ませる環境を整備するに留まらず､部員が十分に
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水分摂取をしているかについて配慮が必要である｡
5
熱中症を発症した際に､患者がどのような徴候を示すのかについての正しい知
識を理解しておかないと､熱中症を発症させたことに気がつかない｡本件のように
安易に怠けているとの判断は危険である｡
6
熱中症の発症を疑った場合には､①直ちに練習を中止し､②涼しい場所で安静に
させ､③冷却その他体温を下げるなどの応急処置をとり､④必要に応じて速やかに
医療機関に搬送すべきである｡
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Ⅱ 学校・スポーツ団体等が実践している取り組み事例
（１）東京都中学校体育連盟（熱中症に関するアンケート結果）
公益財団法人 日本中学校体育連盟派遣
東京都中学校体育連盟副会長 神成真一
東京都中学校体育連盟では、平成 25 年 9 月 12 日付、質問紙による調査を全都の
競技専門部長（21 部）
、及び各地区（23 区・26 市及び西多摩郡・島しょ地区）の支
部長に対して依頼する。その結果、14 の競技専門部（野球・体操・水泳・バレーボ
ール・バスケットボール・サッカー・バドミントン・卓球・剣道・相撲・ダンス・
ソフトボール・ソフトテニス・テニス）
、12 区、11 市、４島しょ地区の代表より回
答がある。
１ 今年度、あなたの競技専門部や学校では、熱中症対策として、日頃からどのよ
うなことを実施していますか。（複数回答可）
図資-1

競技専門部・学校の熱中症対策アンケート結果
活動場所の環境を工夫している

発汗しやすい活動着を着用するなど運動着に注意している
運動後に健康観察し体調管理をしている
運動前に健康観察し体調管理をしている
体調管理を日頃から記録させている
休憩時間をこまめにとっている
運動中等にこまめに水分を摂らせている
測定器でWBGTを定期的に測定している

0
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ア 測定器で WBGT を定期的に測定している ・・・・７ （14%）
イ 運動中等にこまめに水分を摂らせている・・・・49 （98%）
ウ 休憩時間をこまめにとっている・・・・・・・・42 （84%）
エ 体調管理を日頃から記録させている・・・・・・ 2 （ 4%）
オ 運動前に健康観察し体調管理をしている・・・・30 （60%）
カ 運動後に健康観察し体調管理をしている・・・・29 （58%）
キ 発汗しやすい活動着を着用するなど運動着に注意している・・・14（28%）
ク 活動場所の環境を工夫している・・・・・・・・21 （42%）
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【具体例】
・空調設備（エアコン・冷風機・大型扇風機）
・風通しをよくする（窓の開閉・換気）
・スプリンクラーの使用
・休憩場所の工夫（室内）
・ミストの設置
・天候に応じて室内や日陰を使った活動
・給水設備のある場所で活動
ケ 天候に応じて、活動している生徒や指導者に分るように放送等で気象状況を
周知している・・・13 （26%）
コ WBGT 値に応じて活動の制限をしている・・・ 4 （ 8%）
サ その他・・・ 4 （ 8%）
・熱中症講習会を全校生徒を対象に実施
・35℃以上は赤旗、30℃以上は黄旗を校庭の入り口に掲げている。また看板
や放送で周知を図っている。
・夏季大会を空調設備のある体育館で実施
・日頃から水筒を持参させている。
・活動場所に塩を携行し塩分補給ができるようにしている。
・活動後のクールダウンにプールに入水させている。
・帽子の着用
２

熱中症対策として特に注意していることは

※設問１の回答以外に

・十分な睡眠時間の確保や朝食をとらせることを保護者に協力依頼している。
・指導者に対して安全指導・管理の徹底を図っている。
・30 分ごとの強制給水と活動中の自由給水の併用
・一方のチームの守備が長時間にわたる場合（20 分～30 分）、試合を中断して給
水をしている。（審判・競技部の判断として）
・生徒とともに保護者への注意啓発
・夏季休業中は家庭での健康管理に注意し、健康カードを作成毎回提出させてい
る。
・35℃以上で部活動を中止している。
（2 件）体育の授業も校庭や体育館での活動
は中止し、水泳を行っている。
・審判員の着装を軽装にしている。
・気温や湿度の状況を確認し、高温注意報の発令状況を指導者に伝え、こまめに
水分補給するよう生徒に注意している。
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３

今年度の熱中症事例への対応について（特に気になる記述 から）

・顧問との関係で体調不良を言えない雰囲気がある。みんなと一緒にやりたい。
・顧問の先生に嫌われたくないという思いから、できていないことを「できてい
る」
「やった」と言ってしまう雰囲気がある。例えば、水分を補給しなさいと指
示が出ていても、飲まなかった生徒が「飲んだ」と言い、その後トイレで倒れ
ていた。
□ アンケート結果から
今回の調査で、熱中症もしくはその疑いと判断し、具体的な症状（状況）をあげ
て報告された事例は 13 件である。体育活動・部活動中に熱中症の疑いと判断し、学
校等で対応し、医療機関にかからずに対処したケースは 7 件、救急搬送したケース
は 6 件である。
事例から気になることは、前日の健康状態や当日の朝食摂取の状況等、活動前に
一人一人の健康観察が行われることで未然に防ぐことができるであろう事例もある。
症状回復後に当該生徒に対する聞き取りから、生徒の健康状態を指導者がはじめ
て把握する事例がある。
また、熱中症の疑いと判断し、回復（顧問等が保健室等で対応・休養）後に帰宅
させているが、当該生徒が一人で帰宅している状況もある。帰宅途中の急な体調の
変化を考えると危険ともいえる。
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（２） 日本高等学校野球連盟（熱中症予防の取り組み）
公益財団法人 日本高等学校野球連盟
理 事

田 名 部 和 裕

１. 熱中症予防に関する加盟校への啓 発について
日本高等学校野球連盟と朝日新聞社が 5 年ごとに実施している指導者への平成
25 年度の実態調査（注 1）で、
「練習中に自由に飲ませている」が 96.2％で、
「休
憩時のみ飲ませている」の 3.6％を合わせると 99.8％になり、飲水環境は 15 年前
では「練習中に自由に飲ませている」が 74.7％だったのを見ると随分改善されて
いる。
また指導者の熱中症に対する意識調査でも、熱中症について、「よく知ってい
る」が 41.5％、
「ある程度知っている」が 56.9％と併せると 98％を超える。これ
も改善している。
しかしながら、これまでの発症例を問うと、74.6％に上る 3,007 校で発症例が
あるとしている。
「ただ自由に飲ませている」だけでは予防につながっていないと
考えられる。
夏季の練習では、水分摂取に留意して活動しているが、活動量に応じた水分量
と、いわゆるスポーツドリンクなど、ミネラルの摂取ができていないのではない
かと思われる。多くの部員を抱えるチームでは、スポーツ飲料などを日常的に準
備する経費がネックになっている向きもある。
今後さらに活動現場から熱中症の予防を周知させるためには、指導者だけの意
識だけではなく、部員個々が適宜な飲水の重要性を自覚し、必要な量とミネラル
の摂取を自発的に行う習慣を培うことが大切と思われる。
２． 大会時の観客 への啓 発活動
平成 10 年夏から都道府県高等学校野球連盟と協力して、｢熱中症予防キャンペ
ーン｣実施してきた。甲子園の全国大会を始め、各地区予選の会場で統一アナウン
ス原稿を作成して観客に呼び掛けている。
「しっかり水分 元気な夏！ こまめに水を飲みましょう！ 熱中症、脳梗塞
といった健康障害や重大な事故を防ぐためには水分補給が大切です。皆さん、喉
が渇く前に早めに水分を補給しましょう」○○県高等学校野球連盟
全国大会では、遠路、応援団バスで来場するチームも多く、疲れと猛暑で体調
不良を訴える生徒も多い。大会本部では毎大会、救護班（室）を設け、ドクター
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と看護師が待機、応急処置ができる体制をとっている。重傷者は救急搬送ができ
るよう近隣の医療施設と連携をとっている。
３． 全国大会参加選手への予防対策について
かつて出場校は、試合中に飲む飲料水はクーラーボックスなどに入れて各校が
自前で準備をしていた。ところが阪神淡路大震災のとき、出場校はバス移動では
なく、すべて宿舎から電車又は徒歩移動としたため、多くの用具を持参すること
が難しくなり、以後大会本部で飲料水は準備することとした。
現在、出場校への予防対策は以下の通り。（春夏とも共通）
（別紙資料写真）
１）主催者で選手の導線に当たるところはスポーツ飲料の調整したものとミネラ
ル水の 2 種類を設置している。①②以外はペットボトルのミネラル水のみ。
なお、スポーツドリンクは市販の粉末状のものを使用し、担当の理学療法士
が決められた配合に基づき、毎試合必要分を調合して専用のウオータージャグ
で補給する。
①試合前に待機する室内練習場、②試合中のベンチ内、③試合後のインタビュ
ー会場（クールダウンの場所）、④帰路宿舎までバス搬送する車中。
２）出場校が球場前の駐車場到着時に、大会本部委員から個人用のカップを員数
分支給する。
３）出場校はまず 1・3 塁の室内練習場に誘導され、アップをするが、この間、支
給されたカップにマジックインキで背番号を記入し、個人用に配布する。飲水
は自由。
４）試合に際し、室内練習場からベンチに移動するときは個人用のカップも持参
する。
５）試合中に飲み忘れのないよう、プラスチックの通し箱を設置、試合に出場し
ている選手分のカップに飲料を入れて控え選手が攻守交代で戻った選手に飲
ませる。（飲み忘れ防止）
６）次に攻撃時で、塁上に残塁した走者はベンチからグラブを受け取って守備に
つくが、その際ファウルライン近くまで控え選手が出て行き、グラブと共に飲
料も持参し、飲ませる。
７）試合終了後はスタンド下のインタビュールームで合計 23 分の取材を受けるが、
このとき両チームに員数分のペットボトルを主催者で準備し、各選手に配る。
インタビュー中でも選手には積極的に手に持たせて飲ませる。
８）取材が終了したら、両チームとも理学療法士が指導して 20 分間のクールダウ
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ンをさせる。この時も飲水自由。指導に当たる理学療法士が、個々の選手の体
調を確認する。
９）試合後は、主催者が専用バスで全チームを宿舎まで搬送する。概ね 1 時間前
後だが、この間の飲料用のペットボトルをバスの冷蔵庫に搬入して飲水できる
ようにする。
一方、試合を担当する審判委員は、3，7 回はグラウンド内へボールボーイがペ
ットボトルを届け、5 回はグラウンド整備があるので一旦ベンチ裏へ引き上げて
飲水をさせている。
４ ． 大会サポーターの理学療法士 によるデータ
１）理学療法士 のサポート体制
春�夏の全国大会では、平成 5 年から大会前と後半戦に投手の関節機能検査
が始まった。翌 6 年から理学療法士も加わり、出場選手の試合前のアップから
試合中のアクシデント、試合後のクールダウンなどについて、スポーツ整形外
科ドクターと連携してサポートをしている。
現在、毎日 10 名前後の理学療法士が、選手が来場する時刻（試合開始の 2
時間前）から、最終試合のチームが退場するまでサポートしている。センバツ
大会では延べ 135 人、選手権大会では同 160 人が協力している。
大会中の選手用ドリンクの管理、提供は理学療法士が担当、ドリンク作成手
順に従い、市販のスポーツドリンク粉末剤（10ℓ用・0.2％の塩分）を購入し、
氷で薄まることを想定して、水 10ℓに対してスポーツドリンク粉末剤と小さじ 2
杯程度の食塩を入れ 0.3％弱となるよう調合している。
２）熱中症の状況
平成 25 年 8 月の全国大会は、例年以上の猛暑であったが重度（救急搬送）
はなく、中等度（Dr 診察を要するもの）が 10 件あった。また、軽度の気分不
良を訴えた件数は 46 件に上ったが、43 件が試合後のクーリングダウン中に訴
えたもの。
試合後の件数は昨年までも同様の傾向があり、指導者は練習や試合後も十分
な観察が大切と思われる。
（注 1） 5 年ごとの全国高等学校野球選手権記念大会に全国の加盟校指導者に対
し実態調査を実施。平成 25 年 4 月に 4 回目の調査を行い、加盟校 4,032 校
の全校から回答を得ている。
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全国高等学校野球選手権大会の熱中症対策資料写真(９５回大会)

出場校が球場到着時に専用コップを毎回支給

ベンチ内の設置状況

室内練習場の設置 右奥がミネラル給水器

カップ収納箱

捕手の守備につく前にも飲水

試合後のインタビュールームに設置
この後の送迎バスにも積み込む。

攻守交代時には残塁の走者にも飲水
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（３）日本ラグビーフットボール協会 （熱中症を予防する為に（通達））
平成 25 年 6 月
(公財)日本ラグビーフットボール協会
安全対策委員会
各地で梅雨に関するニュースが盛んに流されております。熱中症はご存じのように、梅雨
の晴れ間の急に暑くなったときによく起っています。次の「熱中症予防について」をしっ
かり熟読し夏合宿前の練習や夏合宿に備えてください。
また夏合宿中の練習試合については、まだまだ試合数の多いチームが散見されます。疲労
した体でなおかつレベルの違う相手では、弱い者に大きなダメージがくるのは戦いの常識
であります。強い相手にどれだけ現在のチーム力が通じるのか試したい気持ちは十分理解
できますが、ダメージを受けるのは体力的に弱いプレーヤーです。
昨年の日本協会からの呼びかけに、夏合宿中の練習試合は 1 日１試合ということが守られ
始めてきたようです。引き続き今年も練習内容を工夫されて１人のプレーヤーが出場する
試合は１日に１試合以内を守るよう注意しましょう。
「熱中症予防について」
《原因》
暑い環境のもとで激しい運動により、からだが生み出す熱に対して、周囲は高温多湿、無
風状態のため熱の放散が妨げられ、体温が上昇することにより起きる。重要な臓器（特に
脳）が障害を受けることもあり、生命予後にも関わることがある。
《症状》
頭痛、吐き気、めまい、脱力感、けいれん、意識障害、高体温等などが認められる。
《処置》
＜意識がはっきりしている場合＞
吐き気やけいれんがなければ、水分補給。体温が高ければ、水を全身にかけて風を送る、
または氷で首、脇の下、足のつけねを冷やす。様子がおかしければ直ちに救急車を要請す
る。
＜意識がない場合＞
迷わず救急車を要請する。
涼しいところへ運び、衣服をゆるめ寝かせる。体温が高ければ、水を全身にかけて風を送
る、または氷で首、脇の下、足のつけねを冷やす。経過を注意深く見守ること。
《熱中症要因》
外的要因

-71-

資料編

●周辺温度 直射日光 湿度 風 露光時間
●衣類（黒い衣類、ヘッドギア、ショルダーパッド）
●薬物 風邪薬、カフェイン
内的要因
●熱中症の既往のある選手
●体格（肥満）、有酸素性体力、気候順応
●水分補給レベル
●病気（ウィルス性疾患、急性上気道炎）
《予防》
●吸湿性・通気性の良い衣服
●水分の補給。喉がかわいていなくても水分補給！
●直射日光の下では帽子やタオル
《熱中症対策：熱ストレス減少のための戦略 》
（IRB ガイドライン）
●教育
●トレーニングとプレーにおける適切なスケジューリング
●暑熱馴化
●極端なコンディションの評価
●現場での対策
●危機管理
（選手への教育）
●過去の熱中症の既往の有無を報告する
●発熱を伴う感染症の罹患の有無を報告する
●薬物 風邪薬、カフェインを使用した場合は申告する
●水分補給の重要性を理解(練習および試合前、中、後)
●熱ストレスの徴候の早期報告
●痙攣、頭痛、嘔気、嘔吐
●通気性の良い、軽い、締め付けの少ないウエアを着る
（現場指導者の注意点）
●選手の熱ストレス徴候を早期発見
●発熱を伴う感染症にかかっているかどうかを報告させるよう指導
●水分補給を意識した練習計画
●運動前後の体重測定
●熱射病の潜在的な危険性の理解
●暑熱馴化には 7～10 日かかる
（試合での対策）
●ロッカールームでのエアコンまたは扇風機の使用（または団扇）
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●ロッカールームが無い場合はグラウンドサイドにテントなどの日陰を確保する
●氷水につけたタオルの準備
●ウォーターブレークを入れる
●ウォーターブレーク時に熱ストレスのチェック、身体を冷やす、水分補給を行う
参考：
暑熱環境を把握することは熱中症予防のうえで非常に重要です。
●環境省熱中症予防情報サイトで、日本全国 841 地点の暑さ指数（WBGT）の 3 日後まで
の予測値が公開されています。
●安価な携帯型熱中症計が市販されています。
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（４）学校での取組み事例 実地調査結果
熱中症予防の学校での取組 実地調査結果の一覧
取り組みの内容
地域

仙台

東京

名古屋

大阪

広島

学校名

取り組みのポイント

学校安全計画

安全教育

・学校安全年間計画、学校保健年間計画
（山形県教育委員会の指導のもと各種計画
を立てている。）

・熱中症予防についての学習（各教科）
・「保健だより」の発行、ＨＰの活用
（保健だよりは全員に配布している。また、学校のＨＰ
にも掲載し保護者への周知も図っている。）
・熱中症関係資料の作成及び生徒への配布
（行事ごとに資料を作成し配布している。）
・保健室来室生徒・部活動生徒への個別指導
（体調の悪い生徒や部活動で保健室を利用する生徒
〔給水やアイシング等〕への個別指導を行っている。）
・体育活動中における水分補給等の指導・奨励
（平成25年より、7月～9月までの体育の授業中におい
ては、持参した水筒による水分補給を認めた。）

・規則正しい生活を送り、熱中症を予防する。
教職員全体
・学校の施設・整備環境を整える。
（市教育委員会）
・学校の教育活動では、一度に多数の生徒が熱中
症を発症する可能性が高いため、養護教諭だけで
なく教職員全体で、共通理解をもって対応していく。

・規則正しい学校生活を送るための保健指
導（4月）
・熱中症予防指導（7・9月）

・規則正しい生活を送ること。
・水筒持参（1年中）を認めており、自分自身で健康管
理に気をつける。

・緑のカーテン・ミストを使用
・扇風機の設置（各普通教室に2台ずつ、冷房がない
特別教室には1台ずつ）
・熱中症対策飲料を常備（児童生徒数に応じて、教育
委員会が各学校へ配布）
・よしずの設置（栃木市役所・教育委員会の連名で各
学校に3枚ずつ配布）
・体育祭の際は、生徒応援席にもテントを設置
・熱中症の対応にはゴザを活用（熱を逃がすため、保
健室のベッドではなくゴザを利用）
・冷水器を昇降口に設置（水筒の中身が空になった
生徒は昇降口の冷水器を利用）
・冷凍庫を保健室に設置（熱中症対応で使用する氷
の量が多いため、冷凍庫を購入）
・製氷機を職員室に設置

・健康教育の学級活動『健康教育の時間』（全校を 養護教諭
対象とした学級活動で毎月一回実施）が年間を通 学校保健安全委員会
して計画されており、熱中症の予防の学習がしっか
りできている。
・夏季に、当日の天候状況に応じて柔軟な授業時
間・時間割の対応を実施するなど学校としての対
策がとられている。
・携帯型熱中症計を職員室と保健室前廊下に設置
し、生徒も使用できるようになっている。

・全校を対象とした『健康教育の時間』（毎月
一回）を設けて指導している。熱中症予防の
指導については、7月上旬と8月下旬に計画
している。
・夏休み直前に、生徒会活動の一環として保
健体育委員長がお昼の放送で熱中症の注
意喚起を行っている。体育大会前にも行う予
定。

・『健康教育の時間』の中で熱中症予防についての指
導を行った。授業前半は、養護教諭が校内のテレビ放
送を使用し全校向けに指導した、授業後半は、各学級
で『学級活動指導略案』に基づき担任による指導を
行っている。
指導後に生徒に感想を提出させ、養護教諭からのコメ
ントを添えて返却している。

・夏季に、当日の天候状況に応じて柔軟な授業時間・
時間割の対応を実施している。
・保健室にスポーツドリンクを常備しており、必要に応
じて使用している。
・夏季は、クールビズ（体操服）で授業を受けることを
許可している。ほとんどの生徒が体操服着用。（登校
時は制服）
・原則、水道水を飲むよう指導している。水筒の持参
（お茶のみ）も許可している。（高温時の水筒使用は、
雑菌の繁殖が懸念されるため。）
・体育大会では、生徒が待機・観覧する場所にもテン
ト設置（18箇所）。
・体育館に大型扇風機（2台）を設置している。（行事、
部活で利用。夏季のみ）
・平日の部活動は1時間、休日の部活動は、12時～
15時を除き2時間程度（対外試合を除く）としている。
・職員室と保健室前廊下に携帯型熱中症計を設置し
ており、誰でも確認できるようになっている。
・熱中症になる危険があるときは職員室入口に「熱中
症注意」の張り紙をして注意喚起をしている。

・毎朝の健康観察の徹底・強化（健康観察前の活
動はしない）
・遮光ネットの設置
・ミスト付き扇風機の設置
・WBGT値による運動制限

・昨年度の課題のひとつとして掲げ、健康観 ・学級指導、校内放送、保健だより、掲示物などあらゆ ・学校に持参する水分はお茶としているが、スポーツ
察の徹底を指導重点項目としている。
る機会に注意喚起している。
ドリンクも可とした。
・7、9、10月に熱中症の予防について児童た （30分に一度の水分補給、休憩は涼しい場所で静か ・校舎入口にミスト付き扇風機を設置している。
ちに指導する計画
に過ごすよう指導…周知は校内放送）
・校庭の木立の間に遮光ネットを張り、児童が涼を取
りやすい環境を確保している。非常に効果があったた
め、翌年度にはその面積を拡大した。

山形県立
山形中央高等学校

栃木市立
大平中学校

岐阜市立
青山中学校

豊中市立
桜井谷小学校

広島市立
翠町中学校

安全管理
心身、学校環境の安全管理
・簡易熱中症計の配布と部活動前の健康チェック指
導
（簡易熱中症計〔日本気象協会監修〕を運動部活動
ごとに配布し、教職員管理のもと、常時活用してい
る。）
（部活動前に健康チェック表を用いて管理・指導を
行っている。）
・熱中症危険度の資料掲示…生徒昇降口前・保健室
前
（毎日、ヤフーの熱中症危険度指数等を参考に、気
温や危険度がわかるようにしている。）
（生徒だけでなく、教職員にも見てもらい注意喚起を
行っている。）
・「携帯型熱中症計」の配布による部活動中の環境
チェック
・「熱中症予防対策湿度時計」の設置
（平成22年度から体育館2ヶ所へ設置している。）
・「学校安全日」の設定
（毎月月末を学校安全日として、登録している教職
員・生徒宛にメールで注意喚起を行っている。）
・校内放送による注意喚起
（校内放送において、運動時における注意喚起をして
いる。）
（気温が35℃以上になると予想される〔気象台発表〕
と、県から「高温注意情報」の連絡が入る。）
・冊子「救急時の対応」の配布
（各部活ごとに配布した。）

・熱中症に関する適切な情報提供による基礎知識 ・保健部
の習得
・体育科教員
・活動前の健康チェックと生徒観察・声かけの実践
による安全指導の徹底
・水分補給等を通した自己管理能力の育成

学校全体

生徒指導部
・部活動での熱中症予防（安全管理）
→生徒自らに健康観察と運動環境の確認を実施
させることで、どのように行動したらよいかを考えさ
せる。意識を付けされることを狙いとしている。
→長期休業中において、部活動に参加する生徒
が「部活動用 健康観察表」と「部活動用チェック
表」を作成し、健康観察と運動環境の確認を行う。
→部室の鍵盤に携帯型熱中症計を掛け、その下
に「部活動用 健康観察表」と「部活動用チェック
表」を綴じているファイルを置いておく。それらを部
活動場所に持参し、健康観察・運動環境の確認実
施後、表に記載を行う。（「部活動用 健康観察表」
及び「部活動用チェック表」については「ケガ防止プ
ログラム」のチェック表を一部編集して活用してい
る。
・夏期休業開始時に夏休み前熱中症予防指導用プ
リント「夏休み中の部活動について（防げ！熱中
症！熱中症は予防が大切！）」を使用し、部活動顧
問が自分の部員に対しての熱中症指導を実施。

・7月の熱中症予防強化月間に合わせて取り組み
を強化している。
・2学期の始業式の日に、教職員・生徒に対して熱
中症予防に関する講演会を実施している。（講演
者：スポーツ飲料水メーカー職員）
・学校方針として『食育』教育に力を入れているた
め、食育を通じた健康管理を強く指導している。
福岡

取り組みの主体

学校全体

・救急法講習会（職員及び生徒対象）
・部活動時の安全指導（部活動の部長対象）
・夏期休業時の熱中症予防指導
・体育祭（練習）時の安全指導

・体育祭の練習開始時～当日まで（水筒を活動場所に
持参するように）…4月末～5月
・体育の授業中の水分補給…5月～（体育の授業も活
動場所に水筒持参）
・部長会にての部活動中の熱中症予防対策指導…4
月・7月・9月～11月・12月・3月
→9月～11月に新部長に対して安全管理指導を実
施し、3月に部活動代表者（2～4名）を対象に救急法講
習会を実施
・夏休み明けの体調管理指導…9月
→全教員が生徒に対して、声かけを適宜実施
・冬の健康管理…1月
→インフルエンザ等の予防とあわせて、冬は水分を
摂取しない生徒が多く見られ、終業式等でストーブを
たいている中で熱中症と見られる生徒が多かったため
注意喚起を実施

・普通教室にエアコンを設置（平成25年度から稼動。
以前は各教室に4台の扇風機を設置）
・部活動における、健康観察と運動環境のチェック
・テレビ、新聞等の報道、インターネット、教育委員会
からの通知文、本、人から熱中症関連の情報を収集
し、プリント、メモ、ＳＨＲや部活動で教員から生徒に
指導

・事前健康調査・学校医による健康相談・熱
中症予防のための事前指導・保健だよりによ
る啓発・練習時間の短縮と休憩時間の確保
（体育祭 注：開催月は9月）・練習時の気温
及び湿度の測定（体育祭）・各ブロックにテン
ト及び氷柱の設置（体育祭）・救急体制の確
認、要項の作成

・保健体育、クラスマッチや体育祭など、熱中症の発
生が予想される時期には特に強く指導を行っている。
・保健だより等の配布により、生徒だけでなく保護者に
対しても生徒の健康管理、安全対策に関する協力を
依頼している。

・食育に関する教育を通じて、朝食の摂取を呼びか
け、日頃から体調管理の重要性を指導している。
また、校内に冷水器及び自動販売機を設置し、水分
補給を行いやすい学校環境を整備している。
・朝礼時に全職員に配布する校務日課表等で周知す
ることによって、共通理解を図っている。
厚生労働省のＨＰに熱中症予報が掲載されているの
で、パソコンやスマートフォンなどで確認することと
し、保健体育や部活動時にはその情報を基に生徒に
対して様々な指導を行っている。猛暑のため、顧問の
判断で練習試合を中止した例もある。

福岡県立
早良高等学校
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資料編

取り組みの内容
安全管理
暑熱環境測定機器
・簡易熱中症計
・携帯型熱中症計
・熱中症予防対策湿度時計

組織活動
研修
家庭、地域の関係機関等との連携
・職員保健研修会（年1回）の実施
（心肺蘇生法・ＡＤＥの使用法・熱中症につい
ての研修を実施している。平成25年度は日
赤に依頼し実施した。）

測定器は未利用

・教職員全体の研修を行っている。（熱中症
の対処と判断チャートの活用）

携帯型熱中症計

・『健康教育の時間』を行う前に、養護教諭が ・校医・保護者を交えた学校保健安全委員会にお ・『健康教育の時間』を通じて、水分補給の
他の教員に向けて指導内容のプレゼンを
いて、学校での対策等に問題がないかどうかの確 仕方など熱中症予防について自分たちで考
行っている。
認を行った。
えるようになった。
・学校通信等に記載し、家庭での熱中症予防につ ・生徒たちも携帯型熱中症計を積極的に使
いて保護者へ啓発を図った。
用し、熱中症指数を確認するようになってき
ている。
・現在、熱中症によるセンターへの医療費
請求事案は、発生していない。

・学校保健計画
・学校安全計画
・『健康教育の時間』の指導資料及び生
徒の感想
・学校活動指導略案
・「けんこう」
・写真

WBGT
（運動場と体育館に設置）

・研修を行うとともに、教職員には緊急対応を
まとめたファイルを配布し、すぐ対応できるよ
うにしている。熱中症対策については、暑くな
る時期には会議等で注意喚起している。

・保護者へは、お便りなどで熱中症予防に協力を
呼びかけている。
（規則正しい生活、体調管理、水分・タオルの持参
など）
・運動会で使用するテントを自治会から借用してい
る。

・学校保健計画
・学校安全ファイルから抜粋
・保健だより
・写真

携帯型熱中症計

・職員研修
熱中症に限らず、救急法実技研修を行う。
・部活動部長会救急法
各部活2～4名の生徒が参加し、一次救命
処置の実技指導を受ける。（3月）

・熱中症が疑われるような生徒が発生したとき、地
域の医療機関（学校医・かかりつけ医）に相談して
受診先を決定することができる。（地域医療が良い
のか、二次医療機関が良いのか等）
・学校の近隣に大学病院・県病院・赤十字病院が
あり、また職員研修の講師をお願いしたこともあり
繋がりがある。
・顧問から保護者への連絡をこまめに行うようにし
ている。（熱中症の場合は電話連絡を必須として
いる。）
・ＰＴＡの意識も高いため、月1回行われる常任理
事会において情報提供を行うと、短時間で情報の
伝達が行われる。

・保健だよりなどを配布し周知を図る。

取り組みの効果

その他

・熱中症の件数は減少している。

・緊急時には、教職員全体が共通理
解を持って対応している。
・生徒自身が熱中症に対しての危機
感を持つようになった。

・取り組み後は、学校において熱中症を訴
える児童はいない。
・児童・教員ともに、熱中症予防の知識が増
え、いろいろ配慮するようになった。

・取組みが4年目になるので、熱中症は危
険だという意識は根付いたように思う。
・「頭痛」や「気分不良」という訴えに対して、
熱中症を疑っての対応ができるようになっ
た。
→養護教諭が不在時にも対応できるよう
になった。（保健室にある氷で冷やす・ＯＳ
－1を飲ませる。）
・部活動終了時の健康観察も重要であると
いう意識が高まった。
・熱中症は予防すべきものであるという意識
が高まった。
→生徒自身が持参する飲み物を工夫する
ようになった。（0.9％または0.2％の食塩水
を飲みづらいと感じる生徒もいるため、塩や
スポーツドリンクを持参するようになった。）
→運動する生徒・した生徒と同量の水分
を摂取した場合、逆に胃が痛い等の体調不
良を訴えるケースが多くあったため。）
・自己管理の意識が出てきた。
・熱中症は、減少した。
WBGT
・対応マニュアルを作成し、全教職員で共通 ・保護者に対しては、何かあった場合は「安心メー ・数字としての統計は取っていないのでわ ・教職員、生徒共に無理をしない、さ
（学校で1台購入し、体育祭の練習時 理解を図っている。
ル」を学校から発信し、情報提供を行うようにして からないが、今年度、救急車を要請するよう せないようになった。教職員に指導さ
には毎日使用している。）
いる。
な熱中症事例は発生していない。
れなくても、生徒は自主的に熱中症予
防を行っている様子がよく見られる。
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資

料

・学校要覧
学校安全年間計画
学校保健年間計画
・保健だより
・熱中症予防資料（体育祭）
・健康チェック表
・救急時の対応
・各運動部への配布物（写真）
・写真

・平成25年8月末現在において、
熱中症により受診した生徒はいない。

・学校保健全体計画
・熱中症の対処と判断チャート
・「体育活動における熱中症予防」に関す
る調査結果
・写真

・「部活動用 健康観察表」
・「部活動用 チェック表」
・Ｈ25/7/22部長会 夏休み中の部活動に
ついて
・夏休み前 熱中症予防指導用プリント
・部活動中の救急対応について
・学校安全計画・学校保健年間計画
・写真

・保護者あて お願い
本校生徒の健康管理について
体育祭における安全対策につ
いて
・保健だより
クラスマッチ号
体育祭号
・体育祭の安全について
・熱中症予防講演会 実施要項

資料編
取り組みの内容
地域

仙台

東京

名古屋

学校名

天童市立
高擶小学校

世田谷区立
塚戸幼稚園

取り組みのポイント

取り組みの主体

・健康育成部会が主体となり熱中症対策を考え、 職員：健康育成部
全職員で取り組んでいる。（センターの資料も使
(体育・保健・
用しながら啓発している。）また、熱中症予防に
安全・食育に
おける各職員の役割を明確化している。
関わる指導、
・平成25年度からＷＢＧＴ測定器を取り入れ、客
管理について
観的なデータに基づき予防に取り組んでいる。
計画、推進を
・児童が主体的に予防に取り組んでいる（児童が
行う）
測定器で計測し、お昼の校内放送で「気温が○ 児童：元気ハツラツ
○度なので、中で活動しましょう」や「運動会の練
スポーツ委員
習は15分おきに水分補給しましょう」など、児童
会（児童が日
が知らせ、自己管理できるようにしている）。
常的に運動
※ お昼の放送の原稿は、指導部長・養護教
に親しめるよう
諭・元気ハツラツ委員会部長（児童）で考えてい
に、環境整備
る。
や集会の企画
運営を行う）

学校安全計画
学校安全（保健）計画

・保護者への啓発（ほけんニュース、お便りで、
熱中症予防や生活習慣についての注意喚起を
行う。）
・積極的な水分補給のため水筒の持参を促す。
・運動会では、年少園児席に日よけを設ける。

安全管理
心身、学校環境の安全管理
・暑さ指数による活動基準を明確化し、
生活や運動の制限を行っている。
・休憩時間（10時）とお昼（12時）の測定
結果に応じて、対策を決定している（測
定結果等については、お昼に児童が伝
える。）
・測定した結果は、職員室の黒板にある
「熱中症予防状況」に分かりやすい形で
示し、職員に周知している。
・夏場は、保健室をクーラーで冷やして
おくとともに、冷たいタオルや保水液が
常備されていることを全体に周知してい
る。
・運動会の練習時には、テントを4張り設
置し日陰を作るようにしている。

・保護者への啓発
ほけんニュース、お便りで熱中症予防
や生活習慣についての啓発を行っている。

・園の環境改善（園庭の芝生化、グリーンカーテ
ン（あさがお、ゴーヤ）、エアコンの設置）
・保護者への啓発（園便り、食育便り等を配布
し、熱中症予防や正しい生活習慣に関する注意
換気を行う）
・職員への意識づけ（市保育課から送られてくる
資料を職員に周知し、情報共有を図る、年1回の
救命救急講習会の実施）

・園庭の芝生化
静岡市の4年計画（23～26年度）
に基づき、市内の公立保育園45園
中12園、市立保育園59園中26園で
園庭の芝生化を実施予定。中田保
育園は24年度に実施。
・エアコン設置
静岡市の計画（23～25年度）に
基づき、市内の乳児・幼児クラス全
部屋にエアコンを設置。中田保育園
は23年度に実施。
・グリーンカーテンの実施
3年程前から独自に実施してい
る。

・保護者への啓発
看護師からのナース便り、園便り、食
育便りを配布し、熱中症予防や生活習慣に
関する啓発を行っている。
・園児への指導
「早寝早起き朝ごはん」や「水筒を持っ
てきて水分補給」等、集会にて子どもたち
が理解できるよう園長や食育担当保育士か
ら話をしている。

・園の環境整備
・遮光ネットの設置
・エアコン及び扇風機の設置
・園児の体調管理
・こまめな水分補給
・十分な休憩
・戸外活動時の配慮
・日よけ付き帽子の利用徹底

・冷房管理
・冷房の設定温度を27～28度
程度にする。
外気温との差が大きいと出入
りの際に体の負担となるので
注意する。エアコンの気流が
直接子どもにあたらないよう
に気流の出口を上向きにす
る。
・扇風機を併用し、冷機を循環
させる。
・エアコンフィルターの掃除を
こまめに行う。
・救急救命訓練
熱中症だけに限らないが、年
間保健計画を立て毎月救急
救命訓練を実施

・7月頃、幼児クラスにて保健師から夏の過 ・暑さを避ける
ごし方（十分な睡眠、水分補給、帽子の着
・遮光ネットで日陰を作る（5～10月）
用など）について話をする。
・木陰の利用：幼児クラスでは木陰で
遊ぶように声をかける。
・日よけ付き帽子の着用
・園庭の水まき（状況に応じ随時）
・エアコン及び扇風機の利用
・気温の高い時間帯（11～14時）の外
遊びを避ける。
・戸外遊びは水遊びやプール遊びを
中心に行う。
・服装の工夫
・半袖、熱を吸収しない白色 の服、
吸水性の良い素材（綿など）の服の
着用を勧める。
・こまめな水分補給
・時間帯を決めて1日に6回水分補給
をする。（ほうじ茶）天候・気温に応じ
て適宜回数を増やす。脱水症状用
に、スポーツ飲料も常備
・衛生面を考慮し、園で飲み物を提供
する。
・暑さに備えた体づくり
・日ごろから戸外遊びを取り入れ暑
熱順化を促進する。
・早寝早起き、朝の排便習慣など生
活習慣を整える。
・朝食をしっかり食べる。好き嫌いを
しないなど
・子どもの体調管理
・毎日の子ども検診。毎日保護者か
らプール、水遊び、シャワーの可否
の確認を行う。
・体調不良時には、プール遊び、水
遊び、シャワーを中止し屋内遊びに
する。
・乳児クラスは、「毎日の健康記録」
に家庭での子どもの状態を記入して
もらい、園での様子を記入する。

・生徒たちに熱中症の情報を伝え、自分の体は 学校全体
自分で守るよう指導する。
・体育教官室横の冷水機（タンクで消毒・浄水さ
れた水が出る。）の設置。
・体育教官室内に製氷機の設置。
・体育祭では、生徒がいる場所にテントや大きな
扇風機を設置する。

・暑くなる前（５～６月頃）に、部活動 ・学級指導、部活動での指導、保健だより、 ・学校に水分を持参するよう指導してい
の顧問の教師を集めて注意喚起を 掲示物などあらゆる機会に注意喚起してい る。（敷地内に自動販売機有）
行い、各顧問から生徒へ伝達して る。
・寝不足の生徒が多いので、生活習慣
いる。
を見直すよう指導する。
・緊急時に備えて、体育教官室に製氷
機を設置している。

静岡市立
中田保育園

名古屋市
白金保育園

大阪

安全教育
・学校保健計画とタイアップし、「暑さに負け
ない体づくり」をしている。
・センターの資料を印刷、また冊子は回覧し
活用している。
・家庭や保健便りを、終わりの会で教材とし
て使用している。
・新聞記事や教育委員会からの通知文を
教職員に配布し、意識付けを行っている。
・禁止事項を使えるだけでなく、状況を伝
え、児童に考えさせるようにしている。
・高学年が行う運動会準備について、暑さ
に応じて放課後から早朝に変更したり、全
体練習についても、暑くなる前に行うなど臨
機応変に対応している。

和歌山県立
向陽高等学校
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・園の環境改善
園庭の芝生化やエアコン設置のほ
かに、幼児の遊び場にテントを張る、乳
児の遊び場・プールにＵＶシートを設置
する、帽子はたれつき防止を着用する、
といった対策を行っている。
・水分補給
乳児については、1日に数回時間を
定めて水分補給を行っている。幼児に
ついては、保育士から声かを行い、随
時各自で水分補給を行っている。特に
水遊びや外遊びの後には必ず水分補
給を行っている。また、夏季は毎日水筒
を持参しているが、午後には衛生面か
ら水筒の中身は処分し、園からお茶を
提供するようにしている。
・熱中症計の活用
携帯型熱中症計を職員が持ち、職
員間で注意喚起を行っている。また、各
部屋に温度・湿度計を設置し随時確認
している。
・マニュアルの確認
年度初めの4月には事故防止に関
するマニュアルの読みあわせを行って
いる。

取り組みの内容
組織活動
取り組みの効果
研修
家庭、地域の関係機関等との連携
・6月下旬に熱中症予防の研修を行い、 ・家庭へ保健便りを配布し、生活のリズムを整え ・熱中症の疑いについては、平成24年度は10
各学年・各クラスの実態に合わせた対策 ることや、休憩・水分の摂り方等を啓蒙している。 名弱くらいだったが、平成25年度は数名であ
をしている。
る。
・児童が、自分が熱中症になりかけているとい
うことを判断できるようになっていることから、
「冷たいタオル貸してください」などと伝え、自
分で考えて動ける（予防できる）ようになった。
・児童が、「疲れている」「昨日夜更かしをし
た」など自分の生活を振り返り、水分補給や
休息の取り方を自分で考えられるようになっ
た。

・ほけんニュースやお便りで、夏休み前や運動
会前に熱中症予防や生活習慣についての啓発
をしている。
・家庭教育学級を開き、熱中症対策、体の中の
水分の役割、水分補給のポイントなどについて
学ぶ。

携帯型熱中症計、
温度・湿度計

なし
（各顧問や各生徒に任せて
いる。）

・暑くなる前（５～６月頃）に、部活動の顧
問の教員を集めて研修を行う他、熱中症
対策については、暑くなる時期には管理
職からの注意喚起をしている。

その他

資 料
・熱中症対策について
・熱中症の応急処置、熱中症予防にむけ
て
・平成25年度学校安全計画
・暑さ指数に応じた運動に関する指針、生
活活動の目安
・保健だより
・写真

・ほけんニュース
・お便り

・職員への意識づけ
・市保育課の看護師と連携を密にして報告や連 ・昨年度・今年度ともに熱中症は減少した。
市保育課よりメールで受診する資料 絡を取り合っている。また、巡回指導を受けてい ・エアコンの使用により、熱中症以外にもあせ
をもとに朝の会や会議で職員に周知して る。
も等の皮膚疾患の軽減や体調の維持ができ
いる。
る子が増えた。
年1回救命救急の研修を受講してい
・園庭の芝生化により、これまでは暑さによっ
る。
て園庭には出られなかったが、子どもたちが
裸足で遊ぶことができるようになった。また、
照り返しもなくなったことで、室内に熱気が入
ることが少なくなり、定期的に芝に水撒き、ま
たミストシャワー（ホースに等間隔で穴が開い
ていたもの）をすることによって涼しさを実感
するようになった。更には、園庭での擦り傷等
のケガも減少した。

・温度計（各クラスに設置）、 ・熱中症の危険性がある天候の日や症
湿度計、乾湿計
状が出た幼児がいた際には、朝礼や職
員会議時に職員に伝えて情報の共有と
注意喚起を行う
・熱中症だけに限らないが、毎月対象の
クラスを救急救命訓練を行う

資料編

安全管理
暑熱環境測定機器
・ＷＢＧＴ測定器

・おたより帳、保護者との会話などから子どもの ・取組みの効果もあり、近年熱中症は発生し
家庭での様子を把握する
ていない。
・保健だよりにて保育園の保護者・周辺の家庭 ・未然に防止した例
保育室に熱中症に関する情報を載せ注意喚起
年長児が保育園南側に隣接
を行う
する公園に蝉取りに出かけた
・子育てセンター（にこにこクラブ）参加者にこま
際、一人の女児が急に座り込
めに水分補給について呼びかける
んで「ちょっと頭が痛い」と保育
・月1回乳児健診時に、園医と情報交換を行う
補助 者に訴えた。顔色も悪
く、園に帰ろうと声をかけると
座り込んで歩けない状態だっ
た。補助者がおんぶして園に
帰り、すぐに看護師に診ても
らったところ、熱中症の疑いが
あると判断し、頭を冷やし冷房
を入れたり、イオン飲料水を薄
めて飲ませ様子を見た。意識
はしっかりしていたので救急車
は呼ばずに様子を見た。20分
程度で回復し、その後は、平常
に過ごせた。

・保護者へは、お便りなどで熱中症予防に協力
を呼びかけている。（規則正しい生活、体調管
理、水分・タオルの持参など）
・体育祭で使用するテントを近隣の中学校から
借用している。（生徒が集まる場所にはほぼ全
て、テントを設置している。）
・ＰＴＡや学校薬剤師の意識が高く、協力的であ
る。

・生徒・教員ともに、熱中症予防の知識が増
え、いろいろな配慮をするようになった。
・毎年、部活動中などに熱中症を訴える生徒
はいるが、年々減少している。（平成２５年１０
月２４日現在：４名）
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・ナース便り、園便り、食育便り
・写真

・保健だより
・白金保育園のご案内
・健康記録書
・写真

・保健だより
・写真

資料編

取り組みの内容
地域

学校名

取り組みのポイント

取り組みの主体

・子どもたちに理解をしてもらうために、言葉だけ 学校全体
でなく、絵や図を示しながら、指導するようにして
いる。（絵を多くし、文字を少なくするなどして、ポ
イントを示す。）

広島

福岡

安芸太田町立
殿賀小学校

熊本市立
城南中学校

・運動場にテント常設 ←木陰がない
・体育館の窓の開け閉め
・室内においては喚起（風を通す）各教室に扇風
機を設置
・涼しい部屋の確保
・ ペン太くん（クールバンダナ）の
常備
・こまめな水分補給や塩分の補給
・体育の授業
帽子の着用、授業前の水分補
給
藤棚の下の活用 … 授業の説
明や見学者の居場所
残暑の厳しい時期に保健の学
習を入れる。
（５月第３日曜に体育大会を
実施（全市）・６月の第２週
目から水泳の授業）
・熱中症対策のプリント配布
（健康教育部）
・熱中症について、教師が注意
喚起をこまめに行う。
全校集会時に校長より「熱中
症予防について」の話を行
う。
朝会等で、PM2.5や熱中症に
ついて、教職員へ情報提供
や注意喚起を行う（新聞やテ
レビ報道）

安全管理
心身、学校環境の安全管理
・学校安全計画で水分補給、熱中 ・「田楽」（田植えの時期に地域で行う伝統 ・普通教室にはエアコンがないため、各
症予防
行事、花田植え・運動会・学習発表会】の練 教室に2台の扇風機を設置し、空気の
・学校保健計画で、「規則正しい生 習開始時～当日（練習時に水筒【お茶】を 循環を図る。
活をしよう」を保健目標とし、「夏を健 持参する）5月～
・教室の南側の窓にグリーンカーテン
康に過ごそう」、「熱中症を防ごう」を ・運動会の練習開始時～当日（練習時に水 （糸瓜と朝顔を育てる）を設置（5月終わ
指導
筒【お茶】を持参する）9月
り～9月）
・「水分」の上手なとり方を主題として、6月 ・書籍、新聞、月刊誌「健康教室」（東山
の全校朝会時に保健指導を実施
書房発行）及び「健」（日本学校保健研
・夏休み前に、「夏休みの生活は！」を主題 究者発行）、教育委員会からの通知
として熱中症予防に関する職員劇を実施
文、広島県学校保健会、安芸太田町養
し、劇の後はクラスにて注意点などを話し 護部会での指針・通知・情報から情報を
合う。
入手。
・保健指導掲示物
・インターネット（Yahoo!にて発信される
「熱中症情報」）を基に、「今日の熱中症
指数」を児童玄関に設置
・スケッチブックにまとめ、事業教材とし
て活用
・職員への文書回覧や朝会で紹介
学校安全計画

安全教育

管理職と健康教育部
・保健目標（７・８月を「熱中症予防」 ・体育時、部活動時における健康管理（事
保健主事と養護教諭の連 「暑さに負けない体づくり」の目標設 故管理も含めて）
携
定
生徒保健員会等

-78-

・温度計、湿度計の設置
・簡易指数計（保健室）
・教室は扇風機（窓明け）にて空気の流
れを作る
・喚起の呼びかけ
・タオル持参の呼びかけ（生徒保健委員
会）

・校内研修にて全職員で心肺蘇生
法実技研修（消防署）

資料編

取り組みの内容
組織活動
安全管理
暑熱環境測定機器
研修
家庭、地域の関係機関等との連携
インターネット（Yahoo!にて発 ・熱中症に関する職員研修の実施 ・小規模校のため、夏休みに近隣の学
信される「熱中症情報」）を参 ・心肺蘇生法講習会の実施
校と合同合宿を実施している。その際
考としている
に、3校共通の熱中症予防も含めた安
全マニュアルを作成した。また、その際
に教育委員会に依頼し、熱中症予防の
ためのスポーツドリンクに予算をつけて
もらった。
・「町」共有の熱中症予防のためのチェッ
クリストを作成するとともに、町養護部会
共有フォルダーを設け、チェックリスト・病
院MAP・事例等を共有するようにしてい
る。
・6月に実施した保健指導・夏休み前に
実施した職員劇の内容、掲示物につい
て養護部会で共有している。

取り組みの効果

その他

・生徒・職員においても「熱中症」が
命にかかわる疾病という危機意識
が高くなり、水分補給に積極的に努
めるようになった。また、塩分補給
の大切さについて保護者へ伝え
た。
・熱中症の事例はない。

資 料
・学校安全計画・学校保健年間計画
・6月21日実施保健指導 指導案、夏
休み前実施保健指導（保健劇）
・校内研修文書
・平成25年度 合同合宿安全マニュア
ル
・熱中症予防のためのチェックリスト
・写真

・保健だより
１．具体的に取り組んだこと
・こまめな休憩（２０分おきくらい） ・写真
をとり、水分補給、塩分補給を行っ
た
卓球部
…部で配布（岩塩のタブレット）
野球部ほか
…各自持参（塩・梅干）
バドミントン部
…部で配布（塩あめ）
・生徒や教師の意識が向上し、体調
・活動時の服装への配慮
不良を早期に訴える生徒が増え、
・屋外テントの設営や水まき
重篤にいたっていない。
・風のおとりがよくなるように換気
・練習時間の配慮
・熱中症予防についての啓発 職員
の意識向上により、体育時、部活動
時の体調管理（健康観察）がしっか
りできている
・水筒持参、塩分補給など自己の健
康管理の意識が高まった
・重症化していない軽度の熱中症で
早めの対応ができている

２．熱中症と思われる生徒がいたか
・（屋外の部活動において）
病院等へ搬送したり、あるいは病
院へ行き診断を受けた生徒はいな
い。
軽度の熱中症と思われるときに、
体調不良を自分から訴える生徒が
いた。
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Ⅲ 参考資料
健康チェック表・部活動チェック表
運動部活動に参加する児童生徒自らが健康観察と運動環境（施設・設備等）の次のチェッ
クを行うことで安全意識を高め、可避的な負傷・疾病を未然に防ぐことにより安全な運動環
境が作れる。
①練習前の健康自己チェック表
継続的克定期的に練習前の健康状態や負傷・疾病の状態などを記録することによって、児
童生徒自身の健康状態等の問題点に気づかせるとともに、児童生徒自らが安全を確保するこ
とを通して健康等に対する意識付けを行い、負傷・疾病の減少を図る。
児童生徒が部活動に参加する前に記載し、記載後、担当教職員へ提出する。教職員は、児
童生徒の健康状態の把握を行う。
②部活動チェック表（屋外用・屋内用）
部活動の実施前後に運動環境をチェックすることで、児童生徒自身に運動環境の整備等に
ついて意識付けを行い、施設・設備等や熱中症などの環境に起因するけがを防ぐ。
部活動の実施前後に、キャプテンやマネージャー等の代表者が記載し、担当教職員へ提出
する。担当教職員は、環境状況の把握を行う。
★ チェック表の裏に印刷する等参考にできるよう、熱中症予防の原則、WBGT の説明、熱
中症運動指針を一枚にまとめたものを最終ページに掲載した。
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練習前の健康チェック表
①

月

○

記載例

疲れていない。

×

練習日

朝食をきちんと食べた。

○

チェック項目

今、熱がない。

○

○

今、腹痛はない。

○

今、頭痛はない。

今、手・足（関節を含む）に痛
みはない。

○

○

今、その他の体に痛みはな
い。

×

今、胸痛・息苦しさはない。

現在、けがや病気で病院に
かかっていない。

×…No

顧問確認欄
○…Yes

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

未実施

14

15

年
17

18

部活動名

16

19

組

練 習 前 の 健 康 自 己 チ ェ ッ ク 表

3

実施済

すり傷などのけがで病院へかかった場合、破傷風の予防接種を受けたかどうか聞かれます。
まえもって自分で、確認しましょう。
破傷風の予防接種は行いましたか。

20

番
21

22

24

氏名

23

25

26

27

28

29

30

31
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②

部活動チェック表【屋外用】

部活動チェック表 【 屋外用 】
天候
月

日（

） 部活動名

測定時刻
名 気
候

１年生
参加状況 ２年生

名

３年生

名

生徒が行う部活動場所等の安全確認
項

WBGT ℃

気温 ℃

湿度 ％

：
：
：
：
：
：

（○・・異状なし

×・・異状あり→状況・措置等を記入する。）

確認結果
（○・×）

目

状況・措置等

グラウンドの状態はよいですか。
（凹凸、ガラス片などの有無）
練習の障害となるものが置かれていないですか。
活 用具や施設はきちんと使用できますか。
動
前 他の部と共同使用のとき、お互いの活動場所について相談をしま
したか。
救急箱（応急薬品等）や氷（アイスパック）等の準備はしています
か。
けが・体調不良者は、いましたか。

有

無

有

無

グラウンドの整備はしましたか。（凹凸、ガラス片などの有無）
活 使用した用具の後片付けはしましたか。
動
後 使用した用具や施設にいつもと違ったことはなかったですか。
けが・体調不良者は、いましたか。

活動中の取組状況の確認
項

目

WBGTの指針を確認しましたか。

実施

未実施

必要に応じて水分補給の時間をとりましたか。

実施

未実施

ウォーミングアップをしましたか。

実施

未実施

クーリングダウンをしましたか。

実施

未実施

記
載
者

状況・措置の状況や改善すべき点等

確認結果（○・×）

□ キャプテン
□ マネージャー
□ その他の部員（

顧問確認欄

）
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③

部活動チェック表【屋内用】

部活動チェック表 【 屋内用 】
天候
月

日（

） 部活動名

測定時刻
１年生

名

参加状況 ２年生

名

３年生

名

気
候

生徒が行う部活動場所等の安全確認
項

WBGT ℃

気温 ℃

湿度 ％

：
：
：
：
：
：

（○・・異状なし

×・・異状あり→状況・措置等を記入する。）

確認結果
（○・×）

目

状況・措置等

フロアの状態はよいですか。（破損、水ぬれなどの有無）
練習の障害となるものが置かれていないですか。
活 用具や施設はきちんと使用できますか。
動
前 他の部と共同使用のとき、お互いの活動場所について相談
をしましたか。
救急箱（応急薬品等）や氷（アイスパック）等の準備はしてい
ますか。
けが・体調不良者を確認しましたか。

実施 未実施

フロアの状態はよいですか。（破損、水ぬれなどの有無）
活 使用した用具の後片付けはしましたか。
動
後 使用した用具や施設にいつもと違ったことはなかったですか。
けが・体調不良者を確認しましたか。

実施 未実施

活動中の取組状況の確認
項

目

確認結果（○・×）

WBGTの指針を確認しましたか。

実施

未実施

必要に応じて水分補給の時間をとりましたか。

実施

未実施

ウォーミングアップをしましたか。

実施

未実施

クーリングダウンをしましたか。

実施

未実施

記
載
者

□ キャプテン
□ マネージャー
□ その他の部員（

状況・措置の状況や改善すべき点等

顧問確認欄

）
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熱中症予防の原則
1

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

2

暑さに徐々に慣らしていくこと

3

個人の条件を考慮すること

4

服装に気をつけること

5

具合が悪くなった場合には早めに運動を中止し、必要な処置をすること

ＷＢＧＴ【湿球黒球温度】とは
□温度環境を評価する指標
WBGT は気温（乾球温度）、湿度（湿球温度）と輻射熱（黒球温度）の 3 要素から算出されますが、湿球温度と黒球温度には気流
の影響も反映されるので、WBGT は暑さ寒さに関係する気温、湿度、輻射熱、気流の 4 要素すべてを取り入れた指標と言えます。
（計算方法）
■屋外で日射のある場合
■室内で日射のない場合
WBGT＝0.7×湿球温度＋0.3×黒球温度
WBGT＝0.7×湿球温度＋0.2×黒球温度＋0.1×乾球温度
※現在、WBGTを簡便に測定できる指標計があります。

※ 「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック（公益財団法人日本体育協会）平成 25 年 4 月改訂
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