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第３編 体育活動における頭頚部外傷事故防止の留意点 

第１章 体育活動と頭頚部外傷 

東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科  医局長 大橋  洋輝 

 

Ⅰ  体育活動による頭頚部外傷の特徴と受傷機序 

体育活動による頭頚部外傷により死亡あるいは重度の障害となった事例は、平成10年度～平

成23年度の14年間で167例あり、多くの事故が起きている。

そのため、ここでは、頭部及び頚部の事故のメカニズムと受傷機序について検討し報告する。 

１  頭部外傷 

スポーツにおける頭部外傷は大きく分けて、転倒や衝突による頭部の皮膚などの外傷（頭部

挫創）と頭蓋骨の骨折などの骨傷および脳の損傷に分けられる。脳損傷はさらに局所に強く打

撃を被り、頭皮、頭蓋骨のみでなく、脳組織まで直接傷害された場合の「局所性脳損傷」と、

脳全体がゆすられることにより脳の機能障害などを起こす脳振盪に代表される「びまん性脳損

傷」に分けられる。 

（１）頭部の解剖 

頭部の構造は図1のごとく、一番外側に

クッションとなる「頭皮」があり、その下に

は球形に近く、対貫通性に優れた硬い「頭蓋

骨」がある。この2つの組織が脳に対する直

達外力の防御壁となっている。さらに頭蓋骨

の直下に「硬膜」、その内側に「くも膜」と

いわれる膜が存在し、くも膜下腔には「脳脊

髄液」といわれる液体が循環しており、この

中に脳組織は浮いている状態にある。この巧

みな構造により、脳組織は外からの衝撃に耐

えうるような環境にある。

 

（２）頭部挫創 

頭皮は血管に富んでおり、出血が多くなる傾向がある。すぐ下には頭蓋骨があり、軽度

な衝突でも体の他の部位に比較して創が生じやすい。その一方で、出血点が毛髪で確認し

にくいため、初期の止血操作を正確に行いにくく、長時間にわたり出血が続くことがある。

初期治療は創面を十分に洗浄したのち、圧迫止血の方法をとる。通常5～10分の圧迫で止血

するが、それでも止血し得ないときは、縫合処置を要するので搬送を考える。止血が完了

したのであれば、打撃による再出血防止のため、包帯などを巻いて競技復帰することは可

能である。試合後はやはり病院へ受診し、適切な処置を受けるべきである。

 

 図 1 頭部の解剖 

（『頭部外傷 10か条の提言』（日本臨床スポー

ツ医学会 小学館スクウェア より転載）） 
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（３）頭蓋骨骨折 

円形の頭に対して、局所的に打撃の外力が加わると頭

皮というクッションをもってしても、頭蓋骨にひびが入

る（図2）、あるいは陥没することもある。頭蓋骨骨折

は、これのみで直接運動の障害や生命などには影響しな

いが、頭蓋内の出血や脳損傷が発生すれば、生命にかか

わり得る。現場では骨折を生じ得るような強度の外傷が

あった場合、例えば頭同士、ゴールポスト、硬い地面へ

の衝突、野球の硬球やバットなどによる打撲では状況を

可及的に把握して、病院へ搬送すべきである。

 

（４）急性硬膜外血腫 

頭蓋骨骨折の続発症として、急性硬膜外血腫を認める

ことがある。骨折した部分の頭蓋骨から出血が続く状態、

または骨折が頭蓋骨の下の硬膜上を走る動脈を傷つけて

しまうと、そこからの出血が硬膜の外側で貯留し、硬膜

外血腫が増大してくる（図3）。少量では無症状のことも

あるが、増大してくると頭蓋内圧が上昇し、頭痛や吐き

気などの症状が出現する。さらに脳組織が圧迫されると

片麻痺や意識障害、呼吸不全となり生命の危険性にさら

される。こうなる以前に頭蓋骨骨折の項で述べたような

強度の外傷を認めた場合、初期症状出現以前でも病院へ

の搬送が重要である。なぜならば対応を誤らなければ後

遺症を遺さず救命しうる病態だからである。

 

（５）局所性脳損傷 

ア  脳挫傷 

頭蓋骨骨折の項で述べたように、頭部への直達する外

力が頭蓋骨を経て脳組織を損傷（脳挫傷）する場合（図4）

と、頭部への急激な加速度により、脳組織と頭蓋骨の間

に位相のずれを生じ、脳組織が複雑な頭蓋骨に対して、

相対的に移動し、衝突することにより生じる脳挫傷もあ

る（図5）。

直接損傷は硬いボールなどの飛来物やバットなどの打

撃で起こることが多い。

 

 

 

 図 2 線状骨折のレントゲン像 

 図 3 急性硬膜外血腫の CT像 

 図 4 陥没骨折による脳挫傷のイメージ 

（『頭部外傷 10か条の提言』（日本臨

床スポーツ医学会 小学館スクウェア 
より転載）） 
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打撃部位と反対側の脳が傷つく対側損傷は、後頭部を

打った時に生じる前頭葉や側頭葉の脳挫傷を起こすこ

とがよく知られており、転倒して硬い地面や床などに頭

部を強打したときに起こりやすい。同部位の脳の機能障

害として、意識障害や精神症状が前面に出ることが多い。 

 

イ  急性硬膜下血腫 

頭部や顔面打撲によって間接的な加速度が加わり、

頭蓋骨と脳とに大きなずれを生じることが原因とな

る。このずれは通常は問題を生じないが、ずれが大

きくなり、ある閾値を超えると、頭蓋骨と脳をつな

ぐ橋渡しの静脈（架橋静脈）（図1）が伸展破断し、

出血をすることにより、血腫が発生する。血腫は硬

膜の内側の硬膜下腔に広がるため急性硬膜下血腫と

なる（図6、7）。ボクシングや柔道、ラグビーなど

のスポーツ等で発生しやすい。頭部が激しく揺さぶ

られて打撲をすることによって発生することが多い

が、打撲なしでも起こりうる病態である。            
 

 

受傷当初から意識障害があったとしても一時的なこ

とや、直後は意識障害がはっきりしないことも多い。そ

の後血腫の増大に伴い頭痛、嘔吐、けいれんなどを生じ

る。最終的には意識障害、呼吸停止となるため緊急手術

が行われるが、一般的に救命率は不良で50％以下といわ

れている。現場での診断は難しく、本人が当初プレー続

行を希望したとしても、疑われた時点で搬送を躊躇する

ことがあってはならない。

また少し時間が経ってから頭痛を訴える場合もある

ため、症状が出現するようなら速やかに脳神経外科に受

診をするよう指示し、受傷後24時間以内は常に一人にな

らないよう指導する必要がある。

 

 図 5 対側損傷による前頭葉と側頭葉脳

挫傷の頭部 CT像 

 図 6 急性硬膜下血腫のイメージ 

（『頭部外傷 10か条の提言』（日本臨

床スポーツ医学会 小学館スクウェア 
より転載）） 

 図 7 急性硬膜下血腫の頭部 CT像 
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（６）びまん性脳損傷 

びまん性脳損傷とは、頭部が全体的にゆすられることにより、脳にひずみが生じ、脳の機能

障害をきたす外傷を意味する。このうち短時間で回復する軽症の部類が脳振盪であり、スポー

ツの現場では重要視する必要がある。

ア  脳振盪 

一般的に頭部に打撲を受け、意識消失(気を失う)がある状態としか考えられていないこと

が多いが、それは明らかに間違いである。「脳振盪」とは「頭部打撲直後から出現する神経

機能障害であり、かつそれが一過性で完全に受傷前の状態に回復するもの」と定義されてい

る（図8）。症状としては神経機能障害であり、意識消失はその一項目に過ぎない。すなわち、

（ア）認知機能障害としての健忘(対戦相手、試合

の点数などがわからない)や、興奮、意識消失、（イ）

自覚症状としての頭痛、めまい、吐き気、視力、

視野障害、耳鳴り等、（ウ）他覚症状としての意

識内容の変化、ふらつき、多弁、集中力の低下、

感情変化など、多種多様であることを十分理解し

ておく必要がある。

サッカーやラグビーなどのコンタクトスポーツ

に多く、疑われたら躊躇なく現場から離脱させ、

適切に対応しなければならない（詳細については

P63を参照）。 

 

イ  セカンドインパクトシンドローム(SIS) 

軽症な頭部外傷であっても短時間の内に繰り返されると、二度目の外傷後にはるかに重篤

になることがあり、セカンドインパクトシンドロームといわれる。急性の脳腫脹を生じ、不

良な転帰にいたることが知られているが、明確なevidenceはないともいわれている。しかし

ながら脳振盪を起こした後に十分に休息をとらなかったまま競技に復帰し、重篤な事故につ

ながった事例が数多く報告されている。そのため脳振盪も油断できない。

２  頚椎・頚髄損傷 

（１）解剖 

頚椎は頭蓋骨（後頭骨）と胸椎の間に存在し、第1頚椎から第7頚

椎までの7つの骨で構成されている。椎体の後方で脊柱管という管状

の空間があり、この中に脊髄が存在する。この部分の脊髄には主に

上肢の運動や感覚を支配する頚髄神経が左右に8本存在する。また同

時に体幹や下肢の運動や感覚を司る神経線維の通り道となる。

脊髄は頚椎で囲まれているため、直接の外力からは守られている

が、頚椎は動く臓器のため頭部や顔面に外力が加わり、強制的に屈

曲または進展されると骨折や脱臼（図9）を起こす可能性がある。こ

の際脊髄に圧迫や挫滅が加わるとその部位以下の神経機能に障害が

発生する。 

 

図 8 頭部が回転加速度をうけたとき生ずる脳振

盪のイメージ 

（『頭部外傷 10か条の提言』（日本臨床スポー

ツ医学会 小学館スクウェア より転載）） 

 図 9 頚椎脱臼骨折の CT像 
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（２）スポーツと頚椎・頚髄損傷 

頚椎・頚髄損傷は様々なスポーツ等で起こり得るものである。具体的には、ラグビーや柔道

等のいわゆるコンタクトスポーツ、また、体操での鉄棒等からの転落、野球でのヘッドスライ

ディングの際等においても事故事例がある。また、水泳での飛び込みをした際にプールの底に

頭を打ってしまったケースなどもある。 

 

ア  受傷機序による分類 

（ア）過伸展損傷 

頭部というかなりの重量のある構造物を支えている頚椎部分で最もよくみられる外傷のタ

イプである。コンタクトスポーツで転倒や衝突の際に、頚部が急激に過伸展されて発症する

ことが多い。受傷機序としては前額部、顔面、下顎などを直接打撲した場合が最も多い。頚

部の疼痛と運動制限が主たる症状であるが時に嘔気、めまいなどを伴う。初期には頚椎カラー

を装着させ、安静とすることが重要である。

（イ）過屈曲損傷 

水泳の飛び込み、ラグビーのスクラムなど頭部への垂直方向の外力や後頭部への外力によ

り、頚部が屈曲した場合にみられる。椎体のくさび形の骨折をおこし、外力が強いときには

椎体がずれ（脱臼）、脊髄が損傷する。頚部痛のみならず、四肢のしびれや疼痛などの感覚

障害、運動麻痺など障害レベルに応じた症状が出現する。現場では頚椎を愛護的に取り扱い

ながら、無理に動かさずただちに救急搬送しなければならない。

（ウ）側屈損傷 

肩から上肢にかけて放散する鋭い灼熱痛を呈する外傷性神経根症である。バーナー症候群

に代表されるものであり、ラグビーのタックルなどに多く、頚部が側屈され、神経根が損傷

されて起こる。一過性あるいは恒久性の神経障害（知覚障害・運動障害）を生じる。症状が

一過性といえど、椎間板ヘルニアなどの合併の可能性もあり、競技復帰させる前に病院への

受診が望ましい。 

 

イ  スポーツ現場での対応 

受傷後意識、呼吸状態を確かめた後、知覚・運動障害の程度をチェックする。医療機関へ

の搬送時にも頚椎が動かないように十分注意し、担架上では頭の脇に枕をおいて固定するこ

とが大切である。少人数のため安全に搬送できないと判断したときは意識状態と呼吸状態に

注意しながら救急隊の到着を待つことが必要である（P63 参照）。

ウ  原因と予防 

頚椎・頚髄損傷の発生要因としては多くが、競技独自の技術的問題と競技者自身の筋力や

疲労状況なども原因となっている。適切な指導とトレーニングを行う事はもとより、無理な

練習や施設整備の不備等などにも注意が必要である。

 

＜参考文献＞ 

・頭部外傷10か条の提言 日本臨床スポーツ医学会学術委員会脳神経外科部会 小学館スク

ウェア 

・スポーツ指導者のためのスポーツ医学 改訂第2版 南江堂 

・スポーツ外傷・障害の基礎知識 財団法人 日本体育協会 

・野地雅人 スポーツにおける頭部外傷（脳損傷）臨床スポーツ医学第25巻 第4号 p319-329__ 

56 57

第
3
編 

第
1
章



57 

 

第２章 調査・分析結果を踏まえた安全教育・安全管理  
八王子市立ひよどり山中学校  校長 神成  真一 

佐倉市立臼井中学校  養護教諭  鈴木  ますみ 

 

Ⅰ  頭頚部外傷防止に向けた体育活動の安全教育・安全管理 

１  安全教育、安全管理、組織活動を進める上でのポイント 

安全教育には、安全について適切な意志決定ができるようにすることをねらいとする「安全

学習」の側面と、安全の保持増進に関するより実践的な能力や態度、さらには望ましい習慣の

形成を目指して行う「安全指導」の側面があり、相互の関連を図りながら、計画的、継続的に

行われるものである。

体育活動中の事故防止の観点においても、両者の機能を発揮しつつ、一体的に進めることが

重要であり、体育科・保健体育科の授業や運動部活動など活動場面の違いや、運動種目の特性、

により安全対策を講じる必要がある。

同様に、安全教育や安全管理を効果的に進めるためには、学校の教職員の研修、児童生徒等

を含めた校内の協力体制や家庭及び地域社会との密接な連携を深めながら、組織活動を円滑に

進めることが重要である。

 

（１）学校安全計画の作成    

学校保健安全法で義務づけられている学校安全計画は、学校教育全般における安全指導の

全体像であるが、体育活動中における事故防止の視点でも示され、組織的に取り組んでいく

ことが重要となる。また、計画の作成にあたっては体育活動中の事故の事例や傾向、医療の

専門家である学校医の意見等を踏まえることも必要である。 

（２）安全教育 

ア  体育科・保健体育科における安全学習 

安全学習は、体育科及び保健体育科を中心に系統的に進め、児童生徒一人一人が安全に関

する知識や技能を身に付け、児童生徒自身が積極的に自他の安全を守れるようにすることが

大切である。また、様々な運動種目において、それぞれの種目に係る安全な活動を行うため

の判断力や身体能力を育成することも大切である。また、水泳や体操などで重篤な頭頚部の

事故例がみられるため、学習指導要領に基づき、示された例示や指導などを参考に進める必

要がある。

 

イ  運動部活動等における安全指導 

部活動は学校教育の一環として教育課程との関連を図りながら各学校において設定される

ものである。部活動を安全指導の観点から考えると、学校の伝統、施設・設備の実態、指導

に当たる教職員の数、児童生徒の発達の段階や技能・体力に配慮しながら、活動内容を計画

する必要がある。この場合、頭頚部の重篤な事故が、競技経験の浅い初心者に起こりやすい

ことなどに留意する必要がある。

また、運動部活動における頭頚部の事故は、教育活動別にみた負傷・疾病の事故件数によ

ると中学校で 75％、高等学校で 87％の高率を占めており、各競技の安全対策と関連させなが

らそれぞれの活動を、注意深く指導していくことが重要である。
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ウ  児童生徒の危険予測・回避能力の育成 

体育科・保健体育科の授業や運動部活動等における安全学習や安全指導を通して、児童生

徒に危険予測能力及び危険回避能力を育成することが重要である。

運動やスポーツには、それぞれ特有の技術や練習内容・方法があり、固有の危険性が内在

している。しかし、経験の少ない児童生徒にはそれらを予測し、未然に防止する知識と能力

が備わっているとはいえない。

危険を予測し回避するためには、安全に関する基礎的・基本的事項の確実な理解の下に、

児童生徒が思考力や判断力を高め、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

することが必要である。さらに、単に禁止事項や制限事項などの規制する指導にとどまらず、

なぜ危険なのか、どうすれば安全に行うことができるのか、ということについて自ら考え判

断するよう指導過程を工夫することが大切である。

 

（３）安全管理 

ア  対人管理 

学校は、定期健康診断結果を正確に把握するとともに、保護者や児童生徒からの健康相談

などにより児童生徒の身体の状況や健康状態・既往症等の把握と理解に努める必要がある。

また、体育科・保健体育の授業や運動部活動等においては、児童生徒の発達段階や技能・

体力の程度に応じて、学習指導要領に基づき指導計画や活動計画を定めるとともに、指導者

による健康観察や児童生徒相互による観察を行い、児童生徒の身体や疲労の状況、そして気

候の変化に応じて指導計画や活動計画を修正し、常に健康管理に努めながら繰り返し指導す

ることが重要である。

 

イ  対物管理 

運動部活動等は、教育施設・設備等を活用して行われるものであり、活動に当たっては、

指導者と児童生徒が共に施設・設備の安全確認を行うことが大切である。また、活動内容・

方法には一定の禁止事項や制限事項が必要となる。なお、スポーツ事故判例ではゴールポス

トや移動式バックネットが倒れた事故などについて、指導者がその責任を問われた例がある。

 

（４）組織活動 

ア  学校保健委員会 

学校保健委員会は、学校における健康づくりに向け、組織的・計画的に推進するため、組

織している学校も多い。生徒の健康づくりは安全指導とともに進められるべきものであり、

常に学校保健委員会に児童生徒のけがの状況等を報告するとともに、委員会での提言を下に、

事故防止に向けた取組を具体的に進めていくことが重要である。

 

イ  事故防止研修会 

事故防止を組織的・効果的に進めていくためには、事故の発生要因や発生メカニズムなど

を正確に把握し、適切に対応していく必要がある。このため、全教職員対象の事故防止研修

会を開催し、教職員の事故防止に対する意識を高め、組織的な対応を行っていく必要がある。

また、特に、中学校・高等学校では生徒自らが事故防止の視点をもち、危険を予測し、ま

た回避する能力を育て、安全に運動やスポーツを実施していくことができる資質や能力を育

成する必要があり、生徒を対象とした研修会を開催することも重要な視点である。 

 

58 59

第
3
編 

第
2
章



59 

 

ウ 学校体育団体との連携 

各競技の事故防止を組織的・効果的に進めていくためには、中学校体育連盟、高等学校体

育連盟、高等学校野球連盟等の学校体育団体の事故防止対策などを正確に理解し、適切に対

応していく必要がある。このため、これらの学校体育団体と連携し、組織的な対応を行って

いく必要がある。 

２  体育活動の事故防止に向けた学校の対応 

体育活動中における事故防止を図るためには、単に個人や個々の運動部活動（クラブ活動を

含む）、また体育科・保健体育科の授業や体育的行事を担当する分掌のみで対応するのではなく、

組織的に取り組む必要があり、学校が組織として、安全な教育環境実現のため、常に努力して

いく必要がある。   

体育科・保健体育科の授業や運動部活動（クラブ活動を含む）などの体育活動には、児童生

徒の年齢・体格・体力・技能・体調・疾患から、練習内容や方法、指導者の管理・監督・指導、

施設・設備、使用する用具及び自然環境など、様々な要因によって大きな事故や偶発的な事故

につながる可能性を常に有している。

一方、活動が消極的になっても学習の効果が得られない。このため、学校においては、けが

や事故を未然に防止し、安全な活動を実現するための万全なシステムづくりが必要である。

同時に、けがや事故を未然に防ぐためには、児童生徒一人一人が安全に関する知識や技能を

身に付け、児童生徒自身が積極的に自他の安全を守れるようにすることが大切である。

また、事故の原因となり得る様々な要因が容易に目視でき確認できる状態にある場合には、

人は自ずと注意を配って事故を回避しようと努める傾向にある。これら顕在的な要因に対し、

潜在的な要因とは何らかの影に隠れていたり、条件の変化によって発生したり、見過ごしがち

な様態であったりして意識を傾注することなく行動し、事態が発生した後に初めて気付くと

いった種類の要因のことである。予知・予見の段階における指導者の豊富な経験知により、可

能な限りこれらの潜在化している要因を掘り起こして顕在化することにより生徒自身の安全意

識を高め、主体的な安全管理に反映させることができる。

指導者は、児童生徒の生命・身体の安全を確保するために必要な指導および監督をする義務

（注意義務）がある。  

危険予見義務と危険回避義務は、指導者に課せられた責任義務である。この義務を遂行する

上において、事故の発生要因についての理解を深めておくことは重要である。

なお、体育活動の事故の発生要因としては、 

○ 個体（スポーツを実践している人）の要因  

○ 方法（スポーツの方法・内容・仕方等）の要因  

○ 環境（スポーツの施設、設備、用具、自然条件、社会環境等）の要因  

○ 指導・管理（スポーツの指導方法・内容、管理体制等）の要因 

などが考えられる。  

これらの観点から活動の危険要因を見極め、計画段階において予め対処しておくことが指導

者として課せられる安全管理上の責任義務を遂行することになる。また、万全の安全対策を施

した上でも、事故は起こりうるものである。ひとたび事故が発生した時には、事態をそれ以上

悪化させないための手段を速やかに施さねばならない。応急処置をはじめ、必要な救助・救急

措置を施すことになる。この際に必要な措置を滞りなく的確に実践するためには「緊急時マニュ

アル」を作成し、それに基づいた訓練を行っておくことが大切である。
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刑法第 211 条（業務上過失致死傷等）は、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷

させた者は、5 年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する。」、また、民法

709 条（不法行為）は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵

害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。｣とされています。「業務上

必要な注意を怠る」、あるいは、「過失」があるか否かはどのように判断されるのでしょう

か? 

キーワードは、｢予見可能性（予見義務）｣と「回避可能性（回避義務）」です。 

「予見可能性（予見義務）」と「回避可能性（回避義務）」があるか否かの判断について

は次の 2 点があることを知っておくのが重要です。 

1 点目は、「予見可能性（予見義務）」と「回避可能性（回避義務）」の判断には、一定の

危険については許容されているという点です。例えば、「運動会におけるリレー競技で走

者がコーナーで足がもつれて転倒する事故」では、誰もが「走者がコーナーで足がもつれ

て転倒する」可能性があることは知っており、この意味では、「予見可能性（予見義務）」

は存します。しかし、「走者がコーナーで足がもつれて転倒する」可能性があるからといっ

てリレー競技を行ってはならないとする「回避可能性（回避義務）」はありません。 

このような転倒の危険は許容されているという判断があるため、「予見可能性（予見義

務）」はあっても、「回避可能性（回避義務）」がないからです。 

2 点目は、「予見可能性（予見義務）」と「回避可能性（回避義務）」の判断には、指導者

の現実の知識
、
を基礎とするのではなく、あるべき指導者が身につけているべき安全につい

ての知識を基礎として判断される点です。 

例えば、「強風で学校のグラウンドにあったサッカーゴールが転倒して子どもが下敷き

になる事故」について、その学校の指導者自身の現実の知識を基礎とすると「予想外の出

来事だった」、「まさか風でゴールが倒れるとは…」と危険を予想できなかったとしても、

「予見可能性（予見義務）」と「回避可能性（回避義務）」はいずれも肯定されます。 

その理由は、あるべき指導者としては、 

・「強風にあおられることによる様々なものが飛ばされて事故が生じること」 

・「サッカーゴールは不安定で転倒しやすく、これまでもサッカーゴールが転倒するこ

とによる様々な事故が生じていること」 

・「このような倒れやすいサッカーゴールが強風で倒れる可能性があること」 

は、いずれも知っておかなければならない基礎知識だとの評価が前提となっているからで

す。 

指導者として知っておかなければならない基礎知識が欠けたことで回避できなかった

事故については、指導者が責任を負うことになります。逆に言えば、防げる事故を繰り返

す要因の一つは、「知らないこと」＝「無知」が背景にあります。 

もう一つの事故の要因は、事故が起こりうることを知っているにもかかわらず、めった

に生じないからとして、危険を軽視することもあります。落雷事故において、落雷の前兆

があっても大丈夫だろうと考えてプレーを続行して落雷でケガをしたり命を落としたり

するのは、「無理」をすることが要因です。 

「無知と無理」がスポーツにおいて事故が繰り返される要因となっています。 
 

（日本スポーツ法学会事故判例研究専門委員会  委員長 望月  浩一郎） 

予見義務と回避義務 ～指導者が果たすべき注意義務とは？～ 
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３  事故防止に対する取組 

（１）連絡体制の整備 

万が一、学校の管理下において事故が発生した場合には、児童生徒の生命を守り、負傷の

悪化を最小限に抑えるため、速やかに適切な応急手当が行われなければならない。

応急手当が適切に行われるためには、学校の連絡通報体制が確立されていることが必要で

あり、どのような場合に、どのような対応をするかについて、平素から全教職員に周知され、

共通理解が図られていることが大切である。

校内で事故が発生し、児童生徒が負傷した場合、その場に居合わせた教職員は、直ちに他

の教職員の応援を求めるとともに、速やかに応急手当を行うことが原則であり、状況によっ

ては救急車を要請する必要がある。

また、事故発生後には、すべての教職員によって事故の原因等について分析を行い、安全

管理・安全指導の在り方について再検討するとともに、不十分な点については改善を図るな

ど、同じような事故の再発防止に努めることが重要である。

 

（２）事故防止のための安全点検等 

学校の教育施設・設備・備品・用具等については、継続的・計画的に安全点検を行わなけ

ればならない。これらは、常に一定の状態にあるわけではなく、季節等によっても変化する

ものである。このため、安全点検は定期的、臨時的、日常的に確実に実施することが重要で

ある。

 

（３）各活動場面における留意事項―適切な指導計画の作成― 

ア  指導計画を作成することの意義    

体育科・保健体育科の授業はもとより、運動部活動等においても指導計画（単元計画や練

習計画）を作成する必要がある。

教員は指導計画を作成することで、児童生徒が目標を達成するための道筋を押さえること

ができ、体育科・保健体育科の授業や運動部活動等の指導にも余裕をもって臨むことができ

る。また、指導計画を作成することで、予見される事故等について把握することができ、適

切な安全管理、安全指導を行うことができる。

児童生徒の体力・運動能力及び運動の技能を把握し、体力や技能に応じた適切な指導計画

を作成し、計画に基づいた指導をすることは安全指導の基本である。 

 

イ  指導計画を作成する際のポイント 

指導計画を作成する際に教員は、作成の最初のステップとして、明確な目標を設定するこ

とが重要である。設定する目標は抽象的なものではなく、児童生徒にも分かりやすい具体的

な目標を示す必要がある。

また、目標を設定する際の留意点として、児童生徒の実態を十分に把握することが重要で

ある。児童生徒はどんな発達の段階にあるのか、既習事項は何か、技能の現状習得の程度は

どうなっているかを児童生徒ごとに事前に把握・検討することが重要である。

なお、体育科・保健体育科の授業においては、学習指導要領の内容を十分に理解し、指導

計画を立案する必要がある。

小学校は 6 年間、中学校及び高等学校は 3 年間を見通した上で、学校段階の接続を配慮し

つつ年間指導計画、単元指導計画及び本時案を作成する必要がある。 
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運動部活動等においては、短期（1 週間から 1 か月）だけでなく、中・長期（1～3 年）を

見通し、段階的、継続的に作成する必要がある。目前の試合で勝ちたい気持ちは大切である

が、そのために短期間に無理な練習を続けることは、危険が増加するだけでなく、以後の競

技生活に悪影響を与えかねない。発育・発達の途上にある小学生、中学生及び高校生の指導

では、中・長期的に計画を作成することが大切である。中学校・高等学校の運動部活動等に

おいては、顧問教員や外部指導者、コーチなどの指導者の適切な指導の下、練習内容や練習

方法、また、練習頻度や練習時間など生徒が自主的に計画し練習していくことが基本となる。

その際、練習時期、気温や湿度及び練習場所などの置かれている環境を考慮し、事故を予防

できる練習計画を作成させることが重要である。また、運動部活動等においては、児童生徒

の経験年数や技能の差異に対応するため、用具や器具の取扱いの習熟の度合を考慮したり、

活動内容が高度すぎたり、活動の量が児童生徒の過重な負担になったりすることのないよう

に配慮することが重要である。必要に応じ個別や学年別、グループ別に活動計画を作成し、

計画的に実施するようにすることが大切である。 

 

ウ  計画の見直し 

体育科・保健体育科の授業における単元指導計画や運動部活動等における練習計画を詳細

に検討し、計画的に授業や部活動の練習を実施したとしても、授業や部活動の練習後におい

ては、常にその日の練習を再検討し、指導及び練習内容や指導及び練習方法、活動場所の変

更、部活動の練習日時の変更などを検討する必要がある。 

 

エ  外部指導者の協力     

体育の授業及び運動部活動において、外部指導者の協力を得てティームティーチングで指

導することが安全で効果的である場合がある。

特に運動部活動においては、外部指導者の協力を得て指導にあたっている実態が多いと考

えられるが、経験豊かな指導者によるアドバイスは、技術面の指導以外に安全面においても

有効に働くものと考える。

ただし、この前提として、外部指導者が体育科・保健体育科の授業及び運動部活動で指導

することを十分認識いただくことが重要であり、体育科・保健体育科の授業では、当該学校

の指導方針や指導内容を理解し、あらかじめ体育科・保健体育科の教員と打合せを行い、指

導補助としての役割分担を明確にしておく必要がある。また、運動部活動においても、指導

方針や指導内容を確認し、役割分担を明確にして、行き過ぎた指導は行わないようにする必

要がある。 

 

（４）活動中の防止策 

ア  体調の確認 

体育科・保健体育科の授業や運動部活動等の練習を行う前に、教員による健康観察はもと

より、各自の体調の管理を確実に実施させることが重要である。特に、運動部活動において

は、通常の練習はもちろんのこと、合宿等で集中的に練習を実施する場合には、疲労が蓄積

され事故を起こしやすい状態になっていたりすることが考えられる。全体への注意を喚起す

るとともに、個々の状況を確実に把握し、無理をさせず自己管理を心掛けさせることも必要

である。
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イ  児童生徒自身の管理 

運動部活動等では基本的に児童生徒自身が自らの体調を考え、無理をせずに実施していく

ことが重要である。過剰な練習や無理な環境下での練習は、様々な事故の誘因となる危険性

がある。顧問教員や外部指導者は児童生徒の体の状態を的確に把握するとともに、児童生徒

が自ら事故を回避することができる能力を育成することが重要である。さらに、長時間集中

して活動していると判断能力が低下してくるため、周囲の児童生徒がともに状況を判断し、

相互管理することができるよう指導することも重要である。

 

４  事故が発生した場合の対応     

（１）傷病者の発見と通報・記録 

ア  発見者は、直ちに付近にいる教職員(又は児童生徒)に通報するとともに、必要に応じて適

切な応急手当を行う。  

イ  通報を受けた教職員(又は児童生徒)は、直ちに管理職、学級担任及び養護教諭に通報する

とともに、事故現場に急行する。

ウ  養護教諭は事故現場に急行し、応急手当を行うとともに、医療機関への搬送や救急車の要

請等について速やかに関係者と協議する。

エ 事故現場に急行した教職員は救急措置後、速やかに事故発生時刻、救急車要請時刻等の情

報を記録する。

 

（２）救急車の要請と医療機関との連携 

ア  救急車が必要な場合は、定められた連絡体制(管理職)により、速やかに要請する。

イ  必要に応じて学校医や医療機関に連絡し、指示を仰ぐ。

 

（３）保護者への連絡 

ア  あらかじめ明確にしてある連絡体制(管理職又は学級担任)により、迅速かつ確実に保護者

へ連絡する。

イ  無用な不安を与えないように配慮する。

ウ  搬送先の決定については、保護者に相談することが望ましい。

（４）事故発生時の応急手当 

学校での事故により児童生徒が負傷した場合においても、適切な応急手当により児童生徒

の命を守り、ケガや病気の悪化を防ぐことができる。ケガや病気の中でも最も重篤で緊急を

要するものは、心臓や呼吸が止まってしまった場合であり、そのような場合にはすぐに救急

車を要請するとともに、救急車が到着するまでの間に、応急手当、つまり心肺蘇生法を行う

ことが重要である。そのためには、各学校において、AED の使用方法を含む心肺蘇生法実技

講習会を実施するなど、教職員の事故への対応能力の向上を図り、すべての教職員が児童生

徒の負傷の程度に応じて、的確な判断の下に応急手当を行うことができる体制を確立してお

くことが大切である。

 

５ 頭部外傷、頚部の負傷に対する対応 

体育活動では、それぞれの運動種目等の特有の動作、とくにコンタクトプレー、回転運動、

飛び込みを伴う競技では、頭頚部外傷予防への配慮が必要である。コンタクトスポーツとは競

技中に身体が強い力で接触する可能性があるスポーツであり、ラグビー、アメリカンフットボー
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ル、柔道、サッカー等がある。転倒や投げ技で投げられて、地面や畳に頭部を強打することに

より「脳振盪」、「急性硬膜下血腫」や「頚髄・頚椎損傷」を引き起こす可能性がある。また、

「脳振盪」、「急性硬膜下血腫」は頭部の打撲を直接受けなくても脳が激しく揺さぶられる事（加

速損傷）で生じ得る事を銘記すべきである。

 

（１）頭部外傷、頚部の負傷に対する応急手当 

ア 傷病者の状態の確認 

○意識はあるか 

○呼吸はあるか 

○脈拍はあるか 

○出血はあるか 

 

イ 意識、呼吸、循環の障害(心肺蘇生法、AED の使用)の場合 

心肺停止や呼吸停止など人が突然倒れたときの処置は「主に日常的に蘇生を行う成人のた

めの一次救命処置（BLS）」の手順で行う。

突然心停止の 70％近くは心臓が細かく震える心室細動という状態で、より速い電気的除細

動（いわゆる電気ショック）の実施が蘇生率を高めることになる。

AED は誰でも使用できる機器であり、救急における心肺蘇生法として期待されている。緊

急時の操作は急に行ってもうまくできないので、講習を受けておくことが必要である。

人工呼吸、心臓マッサージ、AED の一次救命処置（BLS）は、救急隊が到着するまで繰り返

して行う。

なお、AED については、運動場や体育館など心停止のリスクが高い場所に近く、教職員や

児童生徒の目につきやすい場所に設置するとともに、施設案内図に AED 設置場所を表示する

など周知する必要がある。

 

ウ 応急手当の主な内容(医師以外が行う応急手当) 

（ア）頭部打撲 

①  頭部打撲に対する気づきと対応 

練習中に頭部打撲を目撃したとき、あるいは急に体調不良や頭痛を訴える異変を訴えた

ら、直ちに練習を止めさせ、症状をチェックすることが必要である。

チェック項目としては、     

・意識障害の有無 

・脳振盪症状の有無 

・頭痛、吐き気・気分不良、けいれんの有無 

が挙げられる。

②  頭部打撲や異変発見直後の対応 

決して直ぐには立たせずに、寝かせた状態でチェックする。意識があるか否かが最も大

事である。

チェック項目としては、 

・意識は、目を開けているか 

・話すことができるか 

・時・場所・人が正確に分かるか 
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・打撲前後の事を覚えているか 

等が挙げられる。

③  脳振盪 

「頭部に打撲を受け、意識消失(気を失う)がある状態」としか考えていなければ、それ

は明らかに間違いである。頭部を打撲した後、「頭痛」「吐き気」などの症状が出現したり、

指導者からみて普段と違う行動パターンをとったり、訳のわからない会話をしたりするこ

とも「脳振盪」に含まれる。

「意識消失」は「脳振盪」の一項目に過ぎず、その他、健忘、ふらつき、多弁、集中力

の低下、感情変化、など多種多様であることを十分理解しておく必要がある。

意識の障害が軽い場合、正常なのか脳振盪なのかの区別がつかないため、疑わしい場合

（普段と違っておかしいと思う場合）は、意識の障害があるとして対応した方が安全であ

る。

意識障害には、呼び掛けても眼を開けない、話せない、手足を動かせない状態などの重

症のものから、眼を開けていても会話ができない、話せても間違いが多い、ぼんやりして

いる場合などの中等〜軽症のものまである。

意識障害が継続する時は直ちに救急車を要請し、脳神経外科の緊急手術に対応出来る病院

に搬送する必要がある。脳振盪と思われる時でも必ず教員等が付き添い、症状の変化を確

認する必要がある。脳振盪の症状に改善がみられない、または悪化するような状態であれ

ば、やはり直ちに救急車を要請することが必要である。この時教員等は、救急車に同乗し

て状況を説明することが重要である。

意識消失があったが、それが瞬間的ですぐに回復した、または上記の脳振盪の症状があっ

たがすぐに回復した場合も、すみやかに脳神経外科を受診する必要がある。 この際は救急

車を要請する必要は必ずしもない。その後病院で脳神経外科医の指示を仰ぐことはもちろ

んであるが、異常なしと診断されても、1 日から数日間は練習を休み、再開前には、再度

脳神経外科医の診察を受ける必要がある。

頭部の打撲が明らかであれば、その後 6 時間くらいは急変の可能性があるため、帰宅後

の家庭での観察も必要になる。

保護者に頭部打撲の事実を連絡して、症状悪化に注意して経過を観察することが必要で

あることを伝えるなど、受傷者と指導者、保護者がともに状態を把握しておく。

一度医療機関を受診して異常なしと言われても、帰宅後に頭痛や嘔吐、意識の障害など

の症状が出現すれば、直ちに救急車を要請し、脳神経外科の緊急手術が対応出来る病院に

搬送する必要がある。 

 

（イ）頚部の負傷   

頚部を損傷したと考えられた時には、まず平らな床に速やかに寝かせた後、状態を観察

する。観察する項目として①意識の状態、②運動能力（麻痺、筋力低下）③感覚異常（し

びれ、異常感覚）④呼吸の状態の 4 つを確認することが必要である。

意識状態の確認は呼び掛けに対する反応をみる。呼び掛けは軽く肩をたたきながら行う。

「大丈夫か！」など体を強く体をゆすってはいけない。意識がはっきりしない場合は、頭

部の外傷を合併しているものとして対応する。運動能力は、手を握らせる、肘・膝・足関

節を曲げ伸ばしさせるなどの動作を行わせて確認する。またしびれや異常感覚の有無は本

人の手足、体幹を触って確認する。 
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また、頚髄が損傷を受けると胸郭の筋肉の麻痺や横隔膜を動かす神経の麻痺により呼吸

に支障をきたす場合がある。息をしていなければ救急車が到着するまで人工呼吸を行う。

循環器系に支障をきたし、万が一脈が触れない場合は心臓マッサージを追加し、AED（自動

体外除細動器）を使用する。

頚髄・頚椎損傷が疑われた場合は動かさないで速やかに救急車を要請するのが原則であ

る。頚部を動かすことでより重症にしてしまう危険性があるので、救急隊に搬送してもら

うのが安全である。 

 

（２）頭部外傷後の練習休止と復帰の基準 

ア  当初からまったく正常な場合 

一度ダメージを受けた脳が再度強い衝撃を受けると危険度が極めて高まる（セカンドイン

パクトシンドローム）ため、当初からまったく正常な場合であっても 1 日から数日は練習を

休止して、安静にし、状態を観察する。練習開始前にも症状（頭痛など）がないことを確認

し、練習への復帰を許可する。

 

イ  脳振盪 

医師の診察で脳振盪と診断された場合には、2 日から 4 週間練習を休止する。異常なしの

診断でも、一時的に自覚症状があった場合などは、同様に練習休止期間を 2 日から 4 週間と

する。練習復帰前には、頭痛や気分不良などがないことを確認し、再度脳神経外科医の診察

を受け、練習再開の許可を得る必要がある。頭痛や疲れ、めまいなどの自覚症状が持続して

いれば、練習復帰は許可しないようにする。

 

ウ  頭蓋内の異常 

医師の診断と検査で急性硬膜下血腫・脳挫傷などの異常所見が認められた場合は、通常数

週間から数か月の入院治療を要する。治療によって回復し、自覚症状もなく、本人や周囲の

強い希望があっても、原則的に復帰は許可されない。 

 

66 67

第
3
編 

第
2
章



67 

 

＜参考＞ 頭頚部外傷事故発生時の対応フローチャート        

 

重症頭頚部外傷のため 

速やかに 119番通報と

AED の手配 

無し 

呼吸の確認 

頚部の安静に留意 

あり 

呼吸
あり 

呼吸、体動など再評価 

救急隊を待つ 

呼吸
無し 

無し 
すぐ 
回復 

速やかに 

脳神経外科受診 

保護者に連絡し、

家庭でも観察 

頚髄・頚椎損傷の疑い 
（運動マヒ、筋力低下、し

びれ、異常感覚） 

無し 

帰宅後 

異常あり 

頭頚部外傷
発生！ 

意識障害の有無 

CPR開始、 

AED 指示されれば

ショック 

脳振盪症状の有無 
（頭痛、吐き気、気分不快、けいれん

や普段と違う行動パターン、バランス

テストの異常など） 

改善がみられない、
悪化する 

あり 

 

【意識障害の確認例】 
・開眼して…   ○いる   ×いない 
・話すことが… ○できる ×できない 
・時・場所・人が正確に… 

 ○わかる ×わからない 
・打撲前後の事を覚えて… 
             ○いる   ×いない 
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Ⅱ 教師のための頭頚部外傷の 10か条  

〔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  体調が悪いときには、無理をしない、させない。

3  健康観察を十分におこなう。

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。 

〔頭頚部外傷を受けた（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。※1、 ※2、 ※3 

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いって安心はで

きない。※4、 ※5 

7  頚髄・頚椎損傷が疑われた場合は動かさないで速やかに救急車を要請する。

8  練習，試合への復帰は慎重に。※6 

〔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。 

 
※1  まったく応答がないときも、話し方や動作、表情が普段と違うときも、意識の障害である。

※2  意識障害が続く場合はもちろん、意識を一時失ったり、外傷前後の記憶がはっきりしない、

頭痛、はきけ、嘔吐、めまい、手足のしびれや力が入らないなどの症状があれば、脳神経外科

専門医の診察を受ける必要がある。 

※3  頭の怪我は、時間が経つと症状が変化し、目を離しているうちに重症となることがある。外

傷後、少なくとも 24 時間は観察し、患者を 1 人きりにしてはならない。 

※4 脳の損傷は、頭が揺さぶられるだけで発生することがある。

※5 意識が回復したあと、出血などの重大な損傷が起きている場合もある。

※6 繰り返して頭部に衝撃を受けると、重大な脳損傷が起こることがある。スポーツへの復帰は

慎重にし、必要に応じて脳神経外科専門医の判断を仰ぐ。 
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第３章 競技種目別の留意点 
Ⅰ ラグビー  

東京都市大学共通教育部  教授 渡辺  一郎 

 

１ ラグビー競技における頭頚部外傷事故の特徴 
ラグビー競技は身体接触を伴うボールゲームである。相手選手の前進を阻止するため、また

ボールを争奪するため、試合中幾度となく相手選手や、味方選手と激しいコンタクトを繰り返

さなければならない。したがって他のボールゲームと比較してもケガの発生頻度は高く、頭頚

部を含む重傷事故の割合も高い。

第２編第１章「体育活動における頭頚部外傷の基礎データ（負傷・疾病）」によると、ラグビー

競技について平成 17 年から平成 23 年まで 577 件の頭頚部の負傷が報告されている。その内容

をみてみると、体育の授業中は 17 件（3％）、運動部活動中は 560 件（97％）と圧倒的に運動部

活動中が多い。また部員 1,000 人当たりの頻度では 2.33 人と他競技より高い傾向を示した。体

育授業中の学年別では中学生の報告はなく、高校生は 17 件報告されている。一方、運動部活動

中は中学生が 56 件（10％）、高校生が 504 件（90％）と突出しており、中でも高校 2 年生が 219

件（39％）と高い傾向を示した。中学も 1 年生より 2 年生が多く、この要因は試合に出場する

機会が増えることによるものと考えられる。傷病名では頭部打撲 141 件（24.4％）、脳振盪 138

件（23.9％）、頚髄損傷 86 件（14.9％）、頚椎捻挫 60 件（10.4％）、急性硬膜下血腫 33 件（5.7％）

頚椎骨折 20 件（3.5％）の順で発生している。特に頚髄損傷、頚椎捻挫、頚椎骨折はラグビー、

柔道、サッカーの順で多く、他競技より発生率が高い傾向を示した。発生要因は「人との接触」

によるものが 537 件（93.1％）と最も多く、その中でもタックルに入った時およびタックルを

受けた時が特に多かった。さらに、ラグビー競技における第２編第２章「体育活動における頭

頚部外傷の基礎データ（死亡・障害）」によると、平成 10 年より平成 23 年まで計 25 件が報告

されている。これは全報告数 167 件の 15.0％を占め、柔道の 54 件（29.3％）に次いで多い。

学年別では中学生 0 件、高校 1 年生 3 件、2 年生 13 件、3 年生 9 件とやはりここでも高校 2 年

生の発生数が多い。毎年 0～3 件の報告があり、10 万人当たりの発生頻度は 5.1 件と 18.4 件の

ボクシングに次いで多い。発生原因はタックルに入る 36.0％、スクラム 29.3％、ラックおよび

タックルを受ける各 16.0％の順であった。

頭頚部外傷及び死亡・重度の障害事故の要因となる発生状況をみてみると、特に多く報告さ

れたタックルでのケガは、タックルを受けて転倒し、頭部を地面に強打（後頭部、側頭部）、ま

たはタックルに入った時に相手選手の肘、膝、腰部、味方選手頭部に強打することによるもの

であった。ラックでは、頭が下がった状況で飛び込み頭部を地面に強打する、ボール保持者の

上にラック参加者が殺到し、外力によりケガを負う等の報告があった。スクラムではスクラム

が崩れたり、組むタイミングが合わなかったことにより頭部を強打したり、頚部を屈曲強制さ

れることが報告されている。これらの結果、頭部では頭部打撲、脳振盪、急性硬膜下血腫、脳

挫傷等が発症、頚部においては頚椎の過伸展や屈曲と回旋により、第 4～6 の頚髄損傷や頚椎骨

折を起こしている。

各プレーにおける頭頚部外傷の原因を分析すると以下のようになる。

 

（１）タックル 
ア  タックルを受け転倒した時、受け身姿勢が取れず地面に頭頚部を強打する。

イ  タックル時にターゲットを見ずに頭部が下がった状態でタックルに入る（図 1）、また飛び

込んでタックルに入るため地面や相手の膝関節、肘関節等に頭部を強打する（図 2）。 
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ウ  相手選手の急激な方向転換により、頭部を正しく安全な位置に持っていけず、相手の進行

方向対し頭から直接コンタクトするタックル（逆ヘッドタックル）で頭部を強打または頚部

を屈曲および回旋される（図 3）。

エ  味方選手が複数で相手選手にタックルに入り互いの頭部が衝突する（図 4）。

 

          
 

          

 
（２）ラック 

ア  ボール保持者がタックル後に無理な姿勢でのボディコントロールを行い、他のラック参加

選手に上方から乗りかかられ、さらに前方・後方および左右方向などあらゆる角度からラッ

ク参加選手に押され、頚部が過屈曲強制される（図 5）。

イ  味方選手に押され、または味方にバインドせずに一人で頭を下げて上方から下方に向かい

ラックに飛び込み地面に頭部を強打ならびに頚部が過屈曲される。

ウ  やみくもに頭部からラックに突進するこ

とにより、味方または相手に頭部を衝突し頭

頂部から軸圧を受ける、または頚部を過屈曲

強制される。

エ  膝関節の屈曲が不十分なことから、股関節

の屈曲が不十分になり足部を前に踏み出す

ことができず、頭部が股関節より下がった状

態で、前方へ転落し、地面に頭部を強打なら

びに頚部が過屈曲される。 

図 1  頭の下がったタックル 

図 3  逆ヘッドタックル 

図 2  飛び込むタックル 

図 4  味方同士の衝突 

 
図 5  ラック形成時の事故 
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（３）スクラム 

ア  膝関節の屈曲が不十分なことから、股関節の屈曲が不十分になり、頭が股関節より下がり、

組んだ瞬間崩れてしまい、地面に頭部を強打ならびに頚部が過屈曲強制される（図 6）。

イ  レフリーや指導者のコールにタイ

ミングが合わず、後方からの力と前方

の相手の力をまともに受けて頭頂部

から軸圧を受ける、または頚部を過屈

曲または過伸展強制される。

ウ  組んだのちにスクラムが上方へせ

り上げられてフロントローの選手が

頚部を過屈曲される。 

 
 

２ ラグビー競技における頭頚部外傷事故予防の留意点 
近年の中高生の体力は身長、体重の増加に反比例して減少傾向が続いている。特に筋力に関

しては著しく低下傾向を示しており、重傷事故発生の一つの要因となっていることは想像に難

くない。指導者はこの点を十分理解したうえで特に初心者指導に配慮する必要がある。頭頚部

外傷事故の特徴でも触れたが、ラグビーにおける重傷事故の特徴は、タックル時、ラック時、

スクラム時の頭部の強打、ならびに頚部の過屈曲および回旋によるものがほとんどである。こ

れらは若年層の基礎体力低下に起因するところが多いとされ、特に体幹部分や頚部の筋力の低

下によるものと考えられる。体幹部分の筋力が弱いと、姿勢の保持や外部からの力に抗するこ

とが困難になり、容易に転倒してしまう。その結果、タックルを受け転倒した時に正しい受け

身の姿勢が取れなかったり、また頭が下がった状態でタックルに入ったり、ラックに参加する

ことになる。従来、タックルやラック、スクラムは基本姿勢と呼ばれているラグビーをプレー

するうえでベースになる姿勢――頭部、頚部、背中が一直線の形を保持し且つ頭部は股関節よ

り上に保つ姿勢――であり、その力の方向は常に下方から上方に向かうことが重要であるとさ

れてきた。しかし基礎体力の低下、特に体幹部分の筋力低下により、この姿勢を保持すること

が困難な選手が多くなってきている。指導者は特にこの点を重視したトレーニングを行う必要

があるとともに、頚部のトレーニング（全可動域等尺性筋力、僧帽筋筋力トレーニング）も欠

かさず行うことが大切である。このような点を踏まえたうえで、頭頚部外傷事故の多い各プレー

の正しく安全な方法について解説する。 

 
（１）タックル（図 7） 

タックルでの頭頚部外傷事故は前述したとおり、タックルを受けた時にしっかりとした受

け身姿勢が取れずに頭部を地面に強打するケースや、ターゲットをよく見ずに頭が下がった

状態でタックルに入った結果、相手の膝関節、腰部、地面、味方の頭部等に頭頚部を強打す

ることによるものが多く報告されている。タックルを受けた時の身のこなし方やタックルに

入る姿勢に十分注意することが必要である。そのためには以下の点に注意し、指導を心がけ

る。

ア  タックルを受け倒された時の受け身（倒れるときは顎を引いてへそを見る。）姿勢の習熟 

イ  Shrug（頚部の筋（上部僧帽筋）を緊張させ縮めること。）をすることにより、頭部から体

幹を一塊にする。  

図 6  スクラムの崩れ 
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ウ  Power foot（タックルする肩と同じ側の足で相手の支持基底面に踏み込むこと。）にて踏み

込む。  

エ  視線をそらさず確実にヒットする。（人は視覚でも姿勢を保ち、タックルのような姿勢では

閉眼すると頭が下がる傾向にある。） 

オ  味方同士の衝突を防ぐため、やみくもに頭からタックルに入るのではなく周辺の状況に注

意を払いお互いにコミュニケーションをとる。

カ  相手の正面に立たずボールのパスコースの内側の肩からタックルに入ることを徹底し、頭

部は相手の臀部に来るようにする。（逆ヘッドタックルの禁止。） 

キ  自分の肩から胸にかかる部分で相手にヒット、両手でしっかり相手の下肢にバインドし、

レッグドライブにより相手を押し倒す。

ク  ボールキャリアーは相手タックラーをずらすようなコンタクトを心がける。（タックルを正

面から受けず、受け身がとりやすくなるとともにタックラーへの衝撃も緩和される。） 

 

       

 
（２）ラック（図 8） 

ラックでの事故は、ボール保持者がタックル後に無理な姿勢でのボディコントロールを行

い、他のラック参加選手に上に乗りかかられ、さらに前方・後方および左右などあらゆる角

度からラック参加選手に押されることや味方にバインド（掴む）せず頭から飛び込むこと、

頭が下がった状態で上方から下方に向かって突進すること、そして味方に押されて頭部から

墜落すること等が原因とされる。

事故を防ぐためには、基本姿勢を重視してさらに以下のことを指導し、ラック場面で確実

に実行させる必要がある。

ア  ボール保持者は正しく安全で無理のないボディコントロールの習得。

イ  サポート選手は頭部や肩関節より股関節を低くした姿勢で入る。

ウ  相手や味方に必ずバインドし、飛び込んだり頭部を下げて参加しない。

 

 
  

図 7  正しいタックルの入り方 
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（３）スクラム（図 9） 

スクラムでの事故は、組んだ瞬間にスクラムが崩れ、

頭部から落下し頭部の強打、頚部の過屈曲および回旋

によるものや、レフリーや指導者のコールのタイミン

グが合わずに相手や味方の圧力に頭部から体幹方向へ

軸圧がかかったり、頚部を過屈曲・過伸展した時に発

生する。またスクラムが組まれたのちに最前列の選手

が上方へせり上げられてフロントローの選手の頚部が

過屈曲することでも発生し、これらは多くの場合、重

傷事故や死亡事故につながっている。タックルやラッ

ク同様、基本姿勢の重要性を理解し、体幹や頚部の筋

力トレーニングをしっかり行うとともに、特に最前列

の選手（フロントロー）は組む時には頭を下げずにしっ

かり自身のターゲットを見る、背中を伸ばす、股関節 

図 8  ラック時のボール保持者の正しいボディコントロールとサポート選手の姿勢 

（IRB Rugby Ready より） 

 
図 9  正しいスクラム姿勢 

（基本姿勢） 

タックル後、ボール保持者は無理のない姿勢

でボディコントロール 

サポート選手は頭部や肩関節より股関節が低

い姿勢でラックを形成 

サポート選手は、必ず相手や見方選手にバイ

ンドして前進 
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より頭部や肩関節を高くして構える、足を開きまた前後差をつけて基底面を広く安定した構

えをする等に注意して指導を心がける。また相手より少しでも早く有利に組もうとせず、レ

フリーのコールをしっかり聞き、余裕をもって相手とコンタクトをすることにも注意をさせ

る。 

 
３ まとめ 

ラグビー競技における学校の管理下の体育活動による頭頚部外傷事故は、運動部活動中が大

半を占め、体育の授業中での報告はわずかであることがわかった。運動部活動中の事故では高

校が約 90％で、特に 2 年生の報告が多かったが、これは試合の出場機会が増えたことによるも

のと考えられる。受傷原因となるものは「人との接触」であり、タックル時（入る、受ける）

が最も多かった。特に死亡や重度の障害事故では、タックル、スクラム、ラックの場面で多く

発生した。受傷原因は、タックルを受け頭頚部を地面に強打する、タックルに入り相手選手の

腸骨や膝関節または肘関節が頭部を直撃する、味方同士の頭部の衝突、ラック参加時に地面に

頭頚部を強打する、ボール保持者が不自然な姿勢のままラック参加者に乗られることやスクラ

ムの崩れによる頭部の強打、頚部の過屈曲および回旋等であった。これらの事故を防ぐために

は、選手はラグビーをプレーするために必要となる筋力の強化、特に体幹部や首回りのトレー

ニングを日々の練習に取り入れ、習慣化することが重要である。そのうえで正しいタックルや

ラックの入り方、タックルを受けた場合の受け身の取り方（転び方）を理解し、繰り返し練習

する必要がある。また指導者は、これら現状を十分認識し、本稿の予防の留意点を理解したう

え、細心の注意を払い指導することが求められる。しかし、重傷事故を招かないよう十分配慮

し、指導したつもりでも、不可抗力による事故が起こることは実際の指導現場ではあり得るこ

とである。指導者は事故発生時の備え、たとえばグラウンドでのバックボードやネックカラー

の準備、可能ならば医療従事者等医務体制の整備、後方支援病院の協力等、グラウンド内外で

の安全管理は十分に配慮しなければならない。また指導者は頭頚部外傷事故を起こさないこと

を念頭に指導方法の創意工夫を行うことはもちろんのこと、もし起こった場合に正しい対応が

なされるよう頭頚部重傷事故の理解を深める必要があろう。 

＜参考文献＞ 

・山田 睦雄：予防としてのスポーツ医学スポーツ外傷・障害とその予防・再発予防-第 2 章「頚

髄損傷／発症メカニズムとその予防・再発予防. 文光堂,2008 

・山田 睦雄：ラグビーの頚髄損傷について. 臨床スポーツ医学,第 26 巻 2009.

・山田 睦雄 ほか：タックルによる頭頚部外傷発生の予防対策. 脊椎脊髄ジャーナル 17(12): 

2004.

・渡辺ほか：ラグビー競技における重傷事故報告～IRB Catastrophic Injury Report Form に

基づいて～, Japanese Journal of Rugby Science Vol.23.2012 
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Ⅱ 柔道  

東京都教職員研修センター  教授 佐藤  幸夫 

東京都立井草高等学校  教諭  柳浦  康宏 

１ 柔道競技における頭頚部外傷事故の特徴 

（１）活動別の発生状況 

柔道による頭頚部外傷事故（負傷・疾病）は 449 件であり（P11 表 2-1-1）、活動別にみると、

321 件（71.5％）が部活動、128 件（28.5％）が授業で起きている。また、負傷の部位別では、

頭部の負傷が 313 件（69.7％）、頚部が 136 件（30.3％）である（図 1）。

頭頚部外傷による死亡・重度障害事故 54 件中（P21 表 2-2-2）、49 件（90.7％）が部活動、5

件（9.3％）が授業であり、部活動中の発生割合が圧倒的に高い（図 2）。また、負傷の部位別

では、頭部が 40 件（74.1％）、頚部が 14 件（25.9％）である。特に、柔道による死亡事故 21

件のすべてが部活動中の頭部外傷事故によるものである。 

 

 

 

 

 

 

頭部, 99件

頭部, 214件

頚部, 29件

頚部, 107件

0 50 100 150 200 250 300 350

体育の授業

128件

（28.5%）

運動部活動

321件

（71.5%）

頭部, 2件
（死亡0、障害2）

頭部, 38件
(死亡21、障害17)

頚部, 3件
（死亡0、障害3）

頚部, 11件
(死亡0、障害11)

0 10 20 30 40 50 60

体育の授業

5件

（9.3%）

運動部活動

49件

（90.7%）

図 1 柔道 活動別・頭頚部別の事故発生件数（H17～H23 449 件） 

図 2 活動別・頭頚部別の死亡・重度の障害事故数の発生件数（H10～H23） 
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（２）学年別の発生状況 

学年別の頭頚部事故発生件数（負傷・疾病）の割合は、高1、中2、高2の順に多く20％台、中3、

中1の順に続いて10％台である（図3）。また、死亡・重度障害事故の発生件数は、高1が18件（33.3％）、

中1が15件（27.8％）と多く、そのほとんどが部活動である（図4）。

 

 

 

   

（３）運動様式別の発生状況 

柔道は、相手を投げ、抑え込むなどの技を用いて攻防する運動であり、頭頚部の負傷もこうし

た攻防の中で発生する。特に、死亡や重度障害事故の原因は、大外刈りなどで投げられ安全な受

け身をとれなかったのが44件（81.5%）、「取」自らの技の失敗や相手の変化する技に対応でき

なかったケースが10件（18.5％）である（P33 表2-2-21）。中でも、体格や体力差、技能差の大

きい相手に投げられ受け身をとれずに負傷することが多い。一方、互角の力量でも、崩しや体さ

ばきが不十分なまま強引な技をかけ、自ら負傷したり、相手を負傷させるケースもある。また、

技が未熟なためにかけ方を失敗して頭から畳に突っ込んだり、返し技など相手の変化する技に対

する応じ方を誤って頭から落ち、自ら負傷するケースもある。 

47件

73件

39件

75件

63件

24件

9件

21件
25件

31件
28件

14件

0
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0
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中1 中2 中3 高1 高2 高3

部活動 体育の授業

図 3 柔道 学年別の事故発生件数（H17～H23） 

（部活動 321 件、体育の授業 128 件、総数 449 件） 

図 4 柔道 学年別の死亡・重度の障害事故発生件数（H10～H23） 

（総数 54件） 
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２  柔道競技における頭頚部外傷事故予防の留意点 

（１）基本的な心構え 

柔道の練習は、相手を投げ、抑え込むなど相手を直接制する技を用いて行うので、受け身や技

の未熟、失敗によって自らが負傷したり、相手を負傷させたりすることがある。したがってまず、

安全な受け身と正しい技を習得すること、投げるときには引き手を絶対に離さないこと、禁じ技

をかけないことなどの基本的な心構えを普段から徹底することである。「稽古心得三か条」はそ

の具体化であり、礼法はその心構えを相手に伝え合う所作でもある。練習の始めと終わりの礼、

練習相手との礼を心を込め厳格に行うことは負傷を予防する上からも欠かせない。

 

 

（２）受け身などの基本動作から技への段階的練習 

柔道では、技の失敗や未熟な受け身が負傷原因になりかねない。したがって、その習得のため

には基礎から応用へ、容易で簡単なものから難しく複雑なものへの系統的・発展的な計画による、

弱から強へ、緩から急への漸進性を踏まえた段階的練習が原則である。具体的には、まずは崩し

や体さばき、受け身などの基本動作の練習を行い、その上で技の練習に進めることが負傷予防の

ためには欠かせない。

部活動では、初心者が対外試合に出場する選手と一緒に練習する機会がある。その際は、すべ

てを同じ練習にするのではなく、漸進性の原則を踏まえ、経験者を有効に活用しながら段階的に

上達できる別途の計画が必要である。

 
（３）技能レベルに応じた受け身（反復練習で頚部の筋力強化を目指す） 

受け身の目的は体幹部への衝撃緩和であり、特に顎を引いた正しい受け身は頭部の打撲や回転

加速度損傷を避けるために重要である。したがって、受け身は誰もが確実に身に付けなければな

らない事故予防の基本であり、初歩の段階から繰り返し練習することで正しい動作を習得すると

ともに、頚部の筋力を強化する必要がある。特に中学校の体育授業では、ほとんどの生徒が初め

て学習するので、毎時間、繰り返して練習することが欠かせない。また、上達にともなって、強

くスピードのある技や予測のできない変化や連絡する技をかけられることが多くなる。中・上級

者になっても、様々な技に対応できる技能レベルに応じた受け身の練習が必要となる。

 
※ 第 3階目以降は、経験者とペアで行うと安全で効果的である。 

「稽古心得三か条」 全日本柔道連盟『柔道の安全指導』より 
・正しい技と受身を身に付けよう 
・相手を尊重し、無理のない稽古をしよう 
・服装・道場の安全点検をしよう 

「受身習得の段階別指導例」 全日本柔道連盟『柔道の安全指導』より 

第 1段階  単独で受身ができる 

第 2段階   相手に圧力をかけられて単独の受身ができる 

第 3段階   相手に投げられて受身ができる 

第 4段階   連絡する技で投げられて受身ができる 

第 5段階   自分の技を返されたとき受身ができる 

76 77

第
3
編 

第
3
章



78 

 

【単独での後ろ受け身の例】 

                            

 
写 

 
○ 顎を引き両手で畳を打つ正しい受け身      × 後頭部を打つ危険のある受け身（顎を引

く技術を習得していなかったり、頚部の

筋力が不足によって起こる。） 

 

【練習時の注意点】 

・畳を打つタイミングは、背中（体幹部）が着く直前。（早すぎたり遅すぎたりしない。） 

・体側から30度程度開いて打ち、打った後は脚を伸ばすと後ろに転がる勢いを止め、頭部を

打つことがない。

・顎を引き、帯の結び目を見る。

・反復練習をすることで、頚部の強化になることを意識させる。 

（４）様々なパターンの約束練習と相手に応じた自由練習（乱取り） 

自由練習（乱取り）は、攻撃と防御を一体として行う柔道の中核をなす練習法であり、柔道の

醍醐味でもある。安全な自由練習（乱取り）を行うためには、まず、かかり練習（打ち込み）で

基本的なかけ方と受け身を身に付け、次に技をかける機会や応じ方などをパターン化した約束練

習に進める。この手順を踏まずに自由練習（乱取り）を行うと、「取」は技をかけるタイミン

グが分からず無理な体勢から強引に技を掛けようとしたり、「受」は応じ方が分からないまま

腰を引き腕を突っ張る防御に陥りやすくなる。こうした攻防は、結果としてケガの誘引になりや

すく、授業や初心者指導では約束練習が欠かせない。

また、自由練習（乱取り）では、相手に応じた「三様の乱取り」（※1）が重要になる。特に、

部活動では、力量差の大きい相手同士で自由練習（乱取り）を行う機会が多いことからその徹底

が必要である。 
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※1 

【体格や体力、技能差がある相手との練習の例】 
 

※ 練習時の注意点 

・授業など初心者の指導では、体格や体力差のない 

相手との組み合わせにする。 

・体力や技能差がある場合は、相手のレベルに応じた 

技を施す。 

・色帯などの標識を使って能力別グループ分けを行っ 

た練習を行う。

 
        
 

  

 【受け身がとりやすい安全な投げ方の例】 
 

※ 練習時の注意点 

・投げた後、「受」の頭部が畳に着かない高さに引 

き手を保持して安全確保する。（低いと頭を打 

ちやすいし、高すぎると足から落ちて受け身をと 

りづらい。） 

・一緒に倒れ込んだり巻き込んだりせず、安定した 

体勢で立ち、「受」が立ち上がるまで見届ける。

  

『相手に応じた 「三様」の乱取例』 全日本柔道連盟『柔道の安全指導』より 
＜技能程度の高い相手の場合＞ 

・腕を突っ張ったり、腰を引いたりしない 
・投げられて当然と思い、臆することなく積極的に技を掛ける 
・相手の崩しや体捌き、掛け方や受身の行い方などを学ぶ 

＜技能程度が同等の相手の場合＞ 
・勝負にこだわり過ぎず、しかも最善の技で攻防を尽くす 

＜技能程度の低い相手の場合＞ 
・相手のレベルに配慮し、技を掛けやすくしたり、技を受けてやるなど、相手を

引き立てる 
・正しい崩しや体捌きで技を掛けるなど、自らに課題を持って練習する 
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【受け身をとらない危険な投げられ方の例】 

 

※ 練習時の注意点 

・潔い受け身を称賛する。負けまいとして受け身をとらないと「取」も体勢が崩れて危

険度が高まる。

・腰を引き腕を突っ張る極端な防御姿勢は、相手の強引な技を誘発し、結果として安全

な受け身ができなくなる。 

【頭から突っ込むなど正しい技を施せずに自ら負傷する例】 
 

※ 練習時の注意点 

・内股や払腰で頭から突っ込む傾向のある場合は、 

顔を横に向けながら、引き手を横または斜め上方 

に引いて崩す。 

・腰を曲げたり、頭を下げたかけ方をせず、ひざのバ 

ネを利かせて投げる。

・頭から突っ込む危険なかけ方は、見逃すと習慣に 

なる。機を失せずに修正する。

 
 

 

（５）他の練習者や周囲との衝突予防 

複数が同時に練習するときは「投げ足」など他との衝突に注意しなければならない。そのた

めには、複数が同時に練習している意識をもち、周囲に配慮するよう心がけることが必要であ

る。特に相手を投げたときは、安全な受け身をとりやすいように引き手を保持するだけでなく、

相手が立ち上がるまで周囲に気を配り、安全を確保することが大切である。また、大内刈りや

大外刈りなど、後方に倒れる技の練習では、投げる方向を同一方向にするなど練習隊形や場の

使い方にも留意が必要である。

固め技の練習では、動きが制約されるので、他のペアの動きに瞬時に対応することが難しい。
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十分なスペースを確保するとともに、衝突を避ける係の配置

も効果的である。柔道では、投げ技から固め技への連絡が大

切であり、両者を平行して同時に行うことがある。その際、

固め技を練習しているペアを、他のペアの「投げ足」が直撃

するのがもっとも危険である。衝突防止係の配置は必然であ

る。 

（６）学習した技以外は禁じ技 

授業など初心者指導では、基礎的・基本的な内容について段階的に指導する場面が多い。とこ

ろが、こうした展開に物足りず、まだ学習していない技やかけ方を試みようとする生徒がいるこ

とも事実である。しかし、初歩の段階ではこれまで経験したことのない技やかけ方に適切に対応

し安全な受け身をとれるとは限らない。新しい技を考え、試す意欲的な取り組み姿勢はある面で

評価できるが、それをセルフコントロールすることも柔道の重要な学習内容の一つであることを

教え、授業では学習した技以外を禁じ技とし、その徹底を図ることが大切である。

（７）生徒自身による異変への気付きと頭頚部外傷時の対応 

ケガや事故は、対応の遅れや不備が事態を悪化させ、被害を拡大することがある。特に頭頚部

の負傷は生命に直接かかわるケースも考えられるので、練習中に頭部打撲を目撃したとき、ある

いは急に体調不良や頭痛を訴えるなどの異変を知ったら、ただちに練習をやめさせ、症状を

チェックする必要がある。事態の軽視による対応の遅れや不備はもちろん、小さな異変をも見逃

してはならない。そのためには、生徒自身が自他の異変に「気付く」ことができるよう、普段か

ら指導しておくことも大切である。自らの相手や他のペアの頭部打撲を目撃したとき、負傷の有

無にかかわらず直ちに報告するように指導することで見逃しを防ぐことができる。また、いざと

いうときのAEDの使い方や設置場所の確認なども事前に指導しておくことが必要である。

頭部打撲や異変発見直後は、決して立たせずに、寝かせた状態で、意識の有無をチェックする

など的確・迅速な対応が求められる。特に、脳震盪はほとんどが自然に回復するので軽く考えが

ちであるが、医師の診断・検査がなされないと治療が遅れたり、打撲を繰り返し、重大な事故と

なる（セカンドインパクトシンドローム）場合もある。脳震盪が疑われたときは、結果的に完全

に回復してもきちんと医師にかかり頭部の画像検査（CT又はMRI）を受け、異常がないことを確

認し、練習への復帰に関しても医師の指示を受ける必要がある。

なお、事故防止の留意点については、「学校における体育活動中の事故防止について（文部科

学省）」（平成24年7月 体育活動中の事故防止に関する調査研究協力者会議）も参照のこと。

 

【衝突を防ぐ係の配置例】 
『全柔連柔道安全の指導』より 
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３  まとめ 

ケガや事故は、本人や家族のその後の日常生活に大きな影響を及ぼす。とりわけ死亡や重度障

害事故による経済的・精神的負担は計り知れず、家族の悲しみを思えば、何としても防がなけれ

ばならない。

柔道では、中学校や高等学校の部活動において、中学1年、高校1年の初心者が受傷することが

多い。したがって、初心者には特別の配慮が必要であり、様々な約束練習を取り入れた段階的な

練習や頚部強化の練習を取り入れ、正しい技と受け身を習得させることが何よりも大切である。

また、体力や技能レベルの異なる者同士で練習する場合は、「三様の乱取り法」など相手に応じ

た練習を徹底することが大切である。

いずれにしても、「ケガをしない・させない柔道」こそ正しい柔道であり、そのためには、普

段から「どんなに嫌でもやらなければならないこと、どんなにやりたくても絶対にしてはならな

いこと。」を明確にした指導が求められる。

生徒が柔道を学ぶ意義を再確認し、柔道精神に基いた「稽古心得三か条」による練習と礼法の

徹底により、「事故ゼロ」はなんとしても達成しなければならない。
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Ⅲ 野球  

公益財団法人日本高等学校野球連盟  理事 田名部  和裕 

１  野球競技における頭頚部外傷事故の特徴 

日本スポーツ振興センターが事故発生例から調査した内容と日本高等学校野球連盟に報告が

あった事故の概要などから、今後の頭頚部外傷事故防止に必要な留意点について、以下の通り

まとめた。

日本高等学校野球連盟に報告があった平成12年から同23年まで12年間で打球や投球などに

よる死亡事故は 5 例あったが、練習試合中が 2 例で、練習中の死亡事故は 3 例だった。

しかし、死亡事故以外に頭頚部に打球や送球を受けた重大事故がかなりの件数に上っており、

その 73％が練習中に発生している。事故のすべてが日本高等学校野球連盟に報告されているわ

けではないが、平成 12 年から 12 年間の事故概要を投球、送球、部員同士の衝突、打球などに

よる要因に分け、別表にまとめた(別表 1～4 頭頚部重大事故の分析)。

こうした事故を防止するために、是非練習方法の工夫や保護防具の正しい使用、防護ネット

の活用を是非心がけてほしい。

なお、留意事項には、防護策として必要なネット類の活用について経費の面で負担を強いら

れる面もあるが、十分な防護策が講じられない場合は、複数箇所での打撃練習では、より一層

留意が必要ということになる。

 

  別表 1 過去 12年間の重大事故・投球（H12～H23） 

別表 3 過去 12年間の重大事故・衝突（H12～H23） 

別表 2 過去 12年間の重大事故・送球（H12～H23） 
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別表 4 過去 12年間の重大事故・打球（H12～H23） 
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２  野球競技における頭頚部外傷事故予防の留意点 

野球競技における事故例の多くは打撃練習中のものが多い。以下にそれぞれの練習内容に分

けて留意点を挙げた。 

（１）打撃練習中の課題 

ア  ネットの設置 

ネットの破損、破れがないか毎回練習前に必

ず点検する。

防護ネットの設置は 2 人以上で行い、適切に

設置できているかチェックする。

途中で左右投手の変更により、設置を変える

時も必ず複数でチェックする。

L 字ネットの三角部分のネットの状況も必ず

チェックする。

投手の前、あるいは左右に置いたネットの端に打球が当たって方向が急に変わって顔面に

当たる事故が起きている。横幅の広いネットを設置できればベストだが、ネットを余り投手

に近づけないよう、適当な距離を工夫すること。打球のネットからの跳ね返り事故防止に有

効な改良型防護ネットも市販されている。 

 
イ  投球方法について 

複数で打撃練習を行う場合には、①投球は、他の投手と時間差をおいて打球の行方を見て

から順次投球すること、②捕手は投球の返球をせず、投手の横にボールのストックを準備す

る。捕手から投手にボールを返球すると、投手がその間の他の打者の打球の行方を注視する

のがおろそかになる、③ボールのストックは投げ手と反対側に置くこと、ボールをストック

する球数がなく、投げ返すときは他の打者の打撃のタイミングを必ずずらすこと。

投手は投球後、必ず L 字ネットの陰に隠れるようにする。不用意に自分のところへ打ち返

された打球の処理をしないこと。

打撃投手が疲れてきたらネットに隠れる動作が緩慢になることに留意し、早めの投手交代

を心がけること。

投手と打者との間隔を短くして打撃練習を行うことは危険が増すことに十分留意すること。 

 
ウ  打撃投手用ヘッドギアと打者用ヘルメット 

打撃投手は必ず打撃投手用ヘッドギア（以下

投手用）を正しく固定し、装着すること。投手

用は投手の動作を考慮して投球時にヘッドギ

アがずれないようベルトで絞めつけ、固定する

仕組になっている。打者用ヘルメット（以下打

者用）を代用すると投球時にずれたり、脱げて

しまうこともあり、投手は必ず投手用を着用す

ること。ただし、投手用は投球動作への負担を

少なくするため防護範囲は限定的になってい

る。 

［資料提供：ミズノ（株）] 

［ヘッドギア着用例] 
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一方、打者用は、打撃動作で頭を大きく振ることはなく、頭頂部から後頭部まで全体を防

護する仕様になっている。用途に応じて使用すること。ちなみに、投手用と打者用では強度

の安全基準の数値に違いがある。（注 1） 

投手用、打者用とも耐用年数は 3 年とされて

いる。炎天下で使用するためプラスチックは経

年劣化することを理解しておくこと。耐用年数

を確認するため購入年月を内側に記載してお

くこと。

ヘルメットなどを投げ捨てたり、乱暴に扱わ

ないようにすること。

一度大きな衝撃を受けた場合、外側のシェルが亀裂、破損したり、また内側の発泡スチロー

ルが衝撃で弾性がなくなっていることがあるので、以後の使用はしないこと。

2009 年からベースコーチも打者用ヘルメットの着用が義務付けられた。 

エ  野手の守備について 

内野手が守備につく場合は、必ず守備動作が終わってから次の打撃が行われるようにする

こと。

高く打たれた飛球を追う時は次の打球に注意し、次の打球が来れば捕球を見送ること。

内野手から 1 塁への送球を行う時は他の野手からの送球が重ならないよう留意すること。

打球を処理する野手がファンブルしてさらに 1 塁に送球しようとすると、次の打球を処理

する野手と交錯することがあるので危険である。

守備行為をした後、元の位置にもどるとき、打撃方向に背を向けないこと。必ず後ずさり

して打者から目を離さないこと。 

オ  マシンの使用について 

マシンの始動時の調整は必ず複数の部

員で行い、打ち出される方向に部員がいな

いか十分確認すること。

マシンの調整時に捕手が受ける場合は、

必ずマスクなどすべての防具を装着して

から行うこと。 

マシンのボールを打ち出すネットの穴

から打球が飛びこむことは常々起こりう

るので、マシンの補球者防護用ネット（コ

の字型ネット）を設置するか、捕手用ヘル

メットとマスクを装着してボールを補球

すること。 

 

 

 
［資料提供：ミズノ（株）] 

［マシンの使用例] 
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カ  ティ打撃について 

打球を受け止めるネットの破損がない

か毎回使用時に確かめること。

ネットの位置や打ち出す方向が適切か、

二人で確認すること。

隣の打者および送球者との距離を十分

に取ること。

送球者は打球に対する防護ネットを活

用することが望ましい。送球後、身体を

ネットの陰に速やかに隠すこと。 

（２）その他全般的な事故防止策 

以下は、中学校の野球部の練習でも共通の注意点として挙げた。軟式野球でも思わぬ事故

を招くことになるから十分注意してほしい。 

ア  1 年生の事故の多発について 

これまでの事故発生事例を見ると、入学後 9 月までの 1 年生の負傷者が多い（P23 第１編

第２章 表 2-2-5 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故－学年別発生件数－ 参照）。

1 年生が練習の中でどのような役割、動きをするのかが十分理解されていないことによるも

のと思われるが、むしろファールボールの処理や用具の片づけに注意が行き、次の打球が飛

んでくることに気がつかずに事故が発生していると思われる。 

イ  技量にあった練習方法を実施する 

前項の 1 年生の事故発生要因に加え、部員の技量にあった練習方法を心がけること。プロ

野球や大学・社会人などの練習方法を参考にするのは良いが、技量にあった練習方法を採用

すること。 

ウ  ノック（守備練習）中の事故防止 

守備練習で打球を処理してからの送球先を十分声かけをして行うこと。誤った送球先で重

大事故につながることがある。野手がファンブルした時に、送球先が変わることがあること

も十分理解して守備につくこと。

内外野に分かれて 2 ヵ所でノックを打つ場合、内野手とのクロスプレーに留意すること。

この場合、誤って打球を打ったときでも内野手に当たるようなことのない守備体形を工夫す

ること。 

エ  その他の事故について 

（ア）  打球を処理してから次のプレーがどのように行われるか周知されずに起こる事故があ

る。例えばダブルプレーの練習で、気付かず 1 塁に直接送球してしまうケース、同じくダ

ブルプレーの練習で他の内野手から送球を受け 1 塁に転送する際、送球から目を切ってし

まい、捕球を損ねて胸に受けて死亡した事例がある。 

（イ） 外野手が打球を 2 人で追い、声かけが不十分で部員同士が接触して起こる負傷がある。

このような事例の防止には、守備をしている野手全員で声かけをし、次のプレーへの集中

力を高めること。 

［ティ打撃の例] 
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（ウ）  イレギュラーバウンドによる負傷も日常的に起こりやすい。一定程度の練習を行ったら

常にグラウンドを整備する手間を惜しまずやること。 

（エ）  心臓震盪防護用の胸部防護パッドが市販されており、

内野手の守備練習時の活用に推奨したい。 

（オ）  試合中でも起こりうるケースで、捕手が盗塁阻止で２

塁に送球する場合、投球を終えた投手が目を切り、捕手

の送球ラインから避ける行動をとらないことのないよ

う注意すること。 

（カ）  投手は投球後、すぐに捕球態勢をとるよう留意し、常

に打球が自分のところに打ち返されるという意識を持

つこと。 

（キ）  キャッチボールの練習の際、相手部員の後ろにボール 

に注視していない人がいるときは送球を見合わせること。特に校庭で複数の運動部が練習

したり、下校生徒の通路となっている場合は留意すること。 

（注 1）  製品安全協会 SG基準「野球投手用ヘッドギアの認定基準および基準確認方法および「野球

用ヘルメットの SG 基準」で、野球投手用ヘッドギアの衝撃強度は硬式ボールを 40m/s、打者

用ヘルメットは 30m/s で、人頭模型に設置された製品にそれぞれ衝撃を与えた時の加速度が、

250G 以下になるように定められており、10ｍ/sの速度の違いがある。 

 
３  まとめ 

野球競技における事故の特徴と事故防止のポイントを挙げてきたが、打者用をはじめ、投手

用、捕手用のヘルメットが開発され、正しく着用されての重大事故は回避されるようになった。

ただ、眼球への打撲事故が依然多く、野球における防具の限界を感じている。

しかし、前項の事故防止策でも列挙したように、安全に練習を進める方法はあり、常々指導

者も注意を促していることと思われるが、疲労から注意が緩慢になることによる事故や、用具

の誤使用による事故は何としても避けたい。

日ごろの練習で、防護ネットやマシンの操作には留意していると思われるが、更なる事故防

止対策としては、複数の部員で正しい設置がされているかを確認するよう習慣づけてほしい。   

 
  

 
［資料提供：ミズノ（株）] 
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Ⅳ サッカー  

東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科  医局長 大橋  洋輝 

１ サッカー競技における頭頚部外傷事故の特徴 
（１）活動別・頭頚部別発生件数 

サッカーによる頭頚部外傷事故は P11 表 2-1-1 によると 837 件であり、競技している生徒

数も多いが、野球についで多かった。活動別にみると部活動において 706 件（84.3％）、体育

の授業では 131 件（15.7％）発生している。サッカーは比較的体育の授業でも多く行われて

いる競技であるが、やはり部活動での発生の方が圧倒的に多かった。負傷の部位別では頭部

756 件（90.3％）、頚部 81 件（9.7％）であり、そのほとんどが頭部外傷であった（図１）。

また発生頻度は P12 表 2-1-2 によると運動部活動において 1,000 人あたり 0.26 人という結

果であった。

死亡・重度障害事故は P21 表 2-2-2 によると 3 件であり、また P31 表 2-2-17 によると中

学・高等学校の運動部活動において 10 万人あたり 0.06 件の発生件数である。ボクシング、

ラグビー、柔道などと比べると少ないが発生しているのもまた事実である。 

 

図 1 活動別・頭頚部別の事故発生件数 

（運動部活動 706 件、体育の授業 131 件 総数 837件）

 

 

（２）学年別発生件数 
学年別の事故発生件数の割合は、P13 表 2-1-3～5 によると運動部活動、体育の授業合わせ

て高 2 で最も多く 216 件（25.8％）であった。ついで中 2 が 152 件（18.2％）、高 1 が 149

件（17.8％）、高 3 が 121 件（14.5％）、中 3 が 112 件（13.4％）、中 1 が 87 件（10.4％）と

続いた。中 3、高 3 では受験を控え、運動部活動における競技生徒数の減少が予想されるた

め、それに比例し発生件数も少なくなっていることが考えられる。しかし全体としては上級

学年になるほど発生件数が多くなる印象がある。このことは体育の授業における発生件数を

みれば中学、高校とも右肩上がりであることでも裏付けられる。サッカーでの事故発生の要

因について後述するが、人との衝突・接触によるところが多く、競技初心者に多いというよ

りは、基礎体力が向上し、衝突によるエネルギーが高い上級学年に多くなっているのではな

いかと考える（図 2）。

また、死亡・重度障害事故は P30 表 2-2-16 によると、いずれも高校で発生していた。

 

頭部, 122件
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図 2 活動別・学年別の事故発生件数 

（運動部活動 706 件、体育の授業 131 件 総数 837件） 

 

 

（３）傷病別発生件数 
傷病別発生件数では、P16 表 2-1-6 によると頭部打撲が 297 件（35.5％）、脳振盪が 235

件（28.1％）、頚髄損傷が36件（4.3％）、頚椎捻挫が55件（6.6％）、頭蓋骨骨折が59件（7.0％）、

急性硬膜下血腫が32件（3.8％）、脳挫傷が29件（3.5％）、外傷性クモ膜下出血が30件（3.6％）、

急性硬膜外血腫が 18 件（2.2％）、頚椎骨折が 2 件（0.2％）、その他 44 件（5.3％）であった。

頭部打撲と脳振盪だけで 532 件とサッカーにおける頭頚部外傷のうち 63.6％をしめている。

これらの傷病のうち重症な脳外傷につながる可能性のある脳振盪が 1/4 以上をしめていた。

また、頚髄損傷や急性硬膜下血腫、脳挫傷など重篤な後遺症を残す可能性のある傷病が、そ

れぞれ 3～4％程度発生していることも注目しなければならない（図 3）。

 

図 3 傷病別の発生割合（％） 
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（４）発生の原因 
事故発生の原因は、P17 表 2-1-7 によると「人と接触」が最も多く 584 件（69.8％）であっ

た。ついで「ボールや設備と接触」で 145 件（17.3％）、「転倒等」が 51 件（6.1％）、「技を

かけられる等」0 件（0％）、その他 57 件（6.8％）であった。サッカーは格闘技ではないが、

コンタクトスポーツであるため、発生の原因として当然であると言える（図 4）。

また、死亡・重度障害事故は P33 表 2-2-21 によると、3 件のうち「人との衝突・接触」が

2 件、「施設・設備等と衝突」が 1 件であった。 

 

図 4 発生原因の割合（％） 

 
 

２ サッカー競技における頭頚部外傷事故の留意点 
（１）サッカーと脳振盪 

サッカーの死亡・重度障害事故は前述の通り 3 件で、中学・高等学校の運動部活動におい

て 10 万人あたり 0.06 件の発生件数であった。これはボクシング、ラグビー、柔道などと比

べると頻度的に多いものではない。しかし、競技する生徒数も多く、頭頚部外傷事故は野球

につぐ 2 番目の多さだった。なかでも脳振盪は 235 件発生し、全競技では 855 件であったこ

とから、その 27.5％がサッカーであることが分かる。これは他競技に比べ明らかに多い。ス

ポーツの現場での脳振盪の認知度はまだまだ低く、やっとプロレベルで指針が出されたばか

りである。つまりこの脳振盪の発生件数は氷山の一角でしかなく、本人が自覚していない場

合や、正しく診断されていないため、実際はもっと多くの生徒が受傷していることは疑いの

余地がない。

脳振盪は一時的な神経機能の障害で、自然消退するため軽視されがちだが、それだけの頭

部への衝撃が加わったということは、同時により重症な急性硬膜下血腫などの脳出血を併発

している可能性は否定できず、病院に受診しない限り現場で判断することは困難である。ま

た、脳振盪はこのような受傷直後の問題と、頭痛、怒りやすい、めまい、集中力低下、記憶

力障害などの症状が持続する脳振盪後症候群や、繰り返しの脳振盪による慢性脳損傷の問題

を抱えている。サッカーにおける脳振盪の重要性について関心が高まったのは、ヘディング

の脳への悪影響に関する報告が相次いだ 1990 年頃からである。具体的には、ヘディングある

いは脳振盪を繰り返していると、短期的または長期的にも選手の認知機能が低下し、さらに

は画像診断で脳の萎縮なども捉えることができるとするものだった。しかし、後に上記の結

果はデータ収集の方法に限界があったことから疑問視されている。現在までの研究で言える
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ことは、自分が意図的に行う、目的を持ったヘディングでは脳損傷は起こらないが、何年に

もわたる意図的なヘディングの影響が蓄積するかどうかはまだ明らかになっていない。しか

し、ヘディングとは別の問題として、繰り返しの脳振盪がいけないことは、ボクシングやア

メリカンフットボールの選手における慢性脳損傷の問題からも明らかである。サッカーで脳

振盪が多いことが分かった以上、脳振盪を正しく見極め、疑われた場合は適切な対応をする

ことで競技する生徒の安全と健康を守ることができると言える。

 

（２）傷病と災害発生状況の検討 
第２章の災害実地調査結果からみる頭頚部外傷の状況のサッカーの項、および本項から、

その受傷を予防するという見地から、中学校と高等学校または体育授業と運動部活動による

違いはあまりないように思われる。確かに高等学校の方が中学校より多く発生しており、ま

た、運動部活動の方が体育の授業より圧倒的に多く発生しているが、その受傷状況をみてみ

るとほとんど変わりなく、指導体制や環境因子の問題は頻度的には少ないものと思われる。

つまり頭部を相手との衝突か、接触後転倒して地面に打撲している状況がほとんどで、初心

者というよりは、より高いレベルになって受傷することが多くなる傾向がある。このことは、

FIFA 医学評価研究センター(F-MARC)の調査でも明らかで、頭部外傷の発生率は試合のレベル

が高くなるほど上昇し、アマチュアに対して FIFA のトーナメントにおける発生数は 4 倍も多

くなるといわれている。

以上より、ここでは脳振盪と発生しうる重症な頭頚部外傷（急性硬膜下血腫、脳挫傷、急

性硬膜外血腫、頚髄損傷）が、いかなる受傷状況であったか多い印象のある代表例から順に

提示し、具体的な状況からどのようなプレーが危険であるのか考察する（表 1～4）。

最も多い印象があるのは、やはり相手と衝突後にバランスを崩して頭部を地面に打撲する

ケースである（表 1）。ボールを奪い合う場面やゴール前の攻防で激しく接触する場面ではお

互いにかなり強く当たるため、転倒しやすい。特にサッカーはボールを足で奪い合うため、

相手の足にかかり転倒するケースも目立つ。また、ゴール前の最後の砦であるキーパーに接

触事故が多い。

次に多いのは、ヘディングにからむプレーである（表 2、3）。ヘディングするようなボー

ルは空中にあって、どちらのチームにも属さない状態である。そのため選手は相手よりも一

歩でも早く近寄り、ボールに対して頭から飛び込んでいる状態であり、同様にほぼ同じタイ

ミングで競ってきた相手と頭同士で衝突する場合や肘などの他の部位が衝突する場合がみら

れる。ヘディングでの衝突は事故発生要因でも述べたとおり、3 つの理由で大きな事故の原

因となる可能性がある。まず１つは、ボールをなるべく高い地点で強く打ち返そうとするた

め、勢いをつけて飛ぼうとし、衝突の際のエネルギーが高いことが考えられる。2 つめには、

本人も相手もボールを見ているため、お互いの正確な位置を把握していない場合が多い。特

に受傷する側はやや先に飛んでいて、相手の動作を把握できず防御姿勢をとれないこともあ

り得る。3 つめには、空中での衝突であり、一旦勢いよく飛んでしまうと姿勢制御できない

ことにある。

キーパーのボールキャッチやヘディングの指導では、ポジショニングや走り込む角度、ス

ピードといった得点のための技術指導が優先されがちであるが、空中での接触を予測した上

での、着地の技術や倒れ方についても反復して練習することが、けがの予防につながると考

えられる。また、出会い頭のケガが多く発生する可能性が高いことから、危険なプレーを理

解させるとともに、どのような場面が危険な状況であるかを予測させることも重要な指導の

一環となる。 
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次によくみられるのは、ボールが至近距離から頭部に直接衝突した場合である（表 4）。ボー

ルの質量は 410－450ｇで、一流選手であれば時速 100km/hr 程度のキックをすることができ

る。無論そこまでの速度でないにしても、相当なエネルギーが衝突時に加わることは想像で

き、その打撲で脳振盪となり、受け身がとれずにさらに地面でも打撲しうる。

 

表 1 相手と衝突し転倒して打撲 

学校 

種別 

学

年 

性

別 
活動別 傷病名 災害発生時の状況 

中学校 3 男 部活動 脳振盪 
ゴールキーパーと接触し、右側頭部から地面に強打し

た。 

高等 

学校 
3 男 

保健体

育 
急性硬膜下血腫 

ゴール前に攻め込んだ時、相手と衝突しバランスを崩

した。体が重なり地面に落下し頭部を強打した。 

高等 

学校 
3 男 

保健体

育 
脳挫傷 

グラウンドでゲーム中、友人たち何人かと接触し横転。

倒れた瞬間地面に頭部を強打。 

高等 

学校 
1 男 部活動 急性硬膜外血腫 

シュートを打つ際、横から相手に押されて転倒し頭部

を強打。 

高等 

学校 
3 男 部活動 頚髄損傷 

キーパーがシュートに入ってきた相手と激しくぶつか

り背中から転倒し負傷。 

 

表 2 ヘディング時に頭と頭の衝突 

学校 

種別 

学

年 

性

別 
活動別 傷病名 災害発生時の状況 

高等 

学校 
2 男 部活動 脳震盪 試合中ヘディングした際、相手の頭と衝突。 

高等 

学校 
2 男 部活動 急性硬膜下血腫 

試合中ヘディングをし、着地時に相手の後頭部と接

触。 

高等 

学校 
1 男 部活動 

脳挫傷、 

右眼窩骨折 

試合中ゴール前でヘディングしようとし、キーパーと

空中でお互いに頭部を衝突。 

高等 

学校 
1 男 保健体育 急性硬膜外血腫 

ゴール前でヘディング時に、走り込んできた相手の頭

と頭がぶつかり、左側頭部を強打。 

高等 

学校 
2 男 部活動 

中心性頚髄損傷、

第 2・第 3頚椎棘

間靱帯損傷 

前から飛んできた浮いたボールを後方に送るため頭

を後ろに反らしたところに、相手の頭がぶつかって自

分の首の後ろに当たったためムチ打ちの状態になっ

た。 

 

表 3 ヘディング時に接触後、転倒し打撲 

学校 

種別 

学

年 

性

別 
活動別 傷病名 災害発生時の状況 

中学校 3 男 保健体育 脳振盪 

空中のボールを競り合い、相手が低い体勢でその上に

乗り上げ、本人は背中から転倒。肩から落ち次に後頭

部を地面に強打。 

高等 

学校 
3 男 部活動 急性硬膜下血腫 

ヘディング時に相手と衝突して転倒。地面で後頭部を

強打。 

中学校 2 男 部活動 
脳振盪、脳挫傷、

外傷性健忘 

試合中相手とヘディングの競り合いをしてバランス

を崩して倒れ、頭を地面に強く打った。 

高等 

学校 
1 男 部活動 頚椎損傷 

試合中ヘディング時に相手と接触し､バランスを崩し

倒れ，右肩や後頭部を地面に打撲。 

 

92 93

第
3
編 

第
3
章



94 

 

表 4 ボールが頭に衝突 

学校 

種別 

学

年 

性

別 
活動別 傷病名 災害発生時の状況 

中学校 1 男 部活動 脳振盪 
相手の蹴ったボールが顔面に当たり倒れ、後頭部を地

面に打撲。 

高等 

学校 
1 男 部活動 急性硬膜下血腫 

ロングパスの練習中、背後にいた他の部員が蹴った

ボールが後頭部を直撃した。 

高等 

学校 
2 男 部活動 脳挫傷 

シュート練習の際に 4～5メートルの至近距離から他

の選手が蹴ったボールが頭部にあたり、意識を失い倒

れた。 

中学校 2 男 部活動 頚髄中心性損傷 至近距離でキーパーの蹴ったボールが後頭部に直撃。 

 

以上より、サッカーにおける頭頚部外傷は、主にこれらの受傷状況があるが、いずれでも

急性硬膜下血腫、脳挫傷、急性硬膜外血腫のような生命の危険を伴う頭蓋内出血の傷病ばか

りでなく、重篤な後遺症を残す頚髄損傷の受傷状況もまた、脳振盪の受傷状況となんら変わ

りないことが見てとれる。前述の通り現場では受傷直後の状態でこれらを鑑別することは難

しく、この中では軽症な脳振盪を見逃さず、疑われた場合は速やかにプレーの中止を指示し、

その選手の症状推移を観察しつつ、必要あれば躊躇なく医療機関への受診をするべきである。

 

【サッカー頭頚部外傷の留意点】 

1. 脳振盪の頻度が高いスポーツであり、その中に紛れる頭蓋内出血を見逃すな。

2. ハイスピードであたるコンタクトスポーツであり外傷は避けられないが、頻度の多い状況

を認識し、指導する。 

3. ボールの取り合い、ヘディングの際の相手との接触、転倒しての受傷が多い。

4. プレーエリアとしてはゴール前、キーパーの周囲で多く、ゴールポストとの接触も危険。 

5. ルールの確認・指導とラフプレーの禁止 

6. 受傷が疑われたら無理をさせず、必要があれば躊躇なく病院に受診させる。

7. 脳振盪の場合、段階的な競技復帰を行い、試合までは少なくとも１週間をかける。 

 

３ まとめ 
サッカー競技における頭頚部外傷事故の特徴は、野球に次いで 2 番目に多く、圧倒的に運動

部活動で多かった。しかし、その割に死亡・重度障害事故の発生件数は、他競技に比べてそれ

程多くなかった。学年別には学年が上がるにつれ多くなる傾向があり、技術的要素よりも衝突

のエネルギーが高くなるにつれ増加することが示唆された。傷病別にはあらゆるものが起こり

うるが、特に脳振盪の発生頻度が他競技と比べても多かった。事故発生原因は、「人との衝突・

接触」が最も多く、その 7 割をしめた。急性硬膜下血腫、脳挫傷、急性硬膜外血腫、頚髄損傷

といった死亡・重度障害事故につながりうる傷病は、脳振盪となんら変わりない受傷状況で発

生しており、指導者としてはどのようなプレーで発生しうるかという点を理解し、留意する必

要がある。特にヘディングに対して競う場面、ゴール前での接触プレーで明らかに多く発生し

ており、これはサッカーの試合局面において重要なプレーだけに予防は困難な面もあるが、敵

味方が入り交じってボールを争奪することから、急なダッシュやストップ、方向転換といった

身のこなし方を習得させる必要があげられる。さらに、身体能力が向上し、プレーそのものが

激しくなることで、予期せぬ外圧による転倒が生じる。その際の倒れ方や受け身の取り方を段
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階的に身につけさせることも重要となる。また相手に肘打ちをいれる、足を引っかけるなどの

ラフプレーは非常に危険であり、これらに対するプレーには厳重な指導が必要と考える。最終

的には、何が危険な行為であり、どのような場面でケガが発生するかということを、ルールも

含めて指導することがケガを予防し、競技力を高めていく上で最も重要なことと言える。

以上より脳振盪を見逃さず、疑われた場合は速やかにプレーの中止を指示し、その選手の症

状推移を観察しつつ、必要あれば躊躇なく医療機関への受診をするべきである。日本サッカー

協会では、脳振盪に対する指針を出しており、①ピッチ上での対応として、脳振盪診断ツール

を用いて疑われた場合はプレーの中止を指示すること、②24 時間以内の対応として、しっかり

とした休息と 1 人にさせないこと、症状が悪化した場合は必ず病院へ受診させること、③復帰

へのプログラムについては、段階的な競技復帰を行い、最低約 1 週間をかけることなどについ

て詳細に述べられている（http://www.jfa.or.jp/jfa/medical/b08.html）。 

スポーツにおける頭部外傷は、その後の人生を変えてしまう重大な神経的、精神的、心理社

会的結果にいたるおそれがある。このため上述したこととともに競技規則を遵守し、フェアプ

レーを心がけることが頭頚部外傷を減少させ予防させる重要な要因である。 

  

予防と教育 
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