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安全管理と事故防止

（1）運動部活動中の事故の発生状況
学校管理下で発生する事故の約半数が運動部活動中に発生しています。中には、施設や設
備等の環境を整えることで防げる事故もあることから、指導者は、事故の未然防止に努める
必要があります。

運動部活動中の事故は、中学校で 2,619 件
高校では 1,630 件 発生！！（平成 29 年度）
平成 29 年度

事故

京都府内中学校、高等学校における運動部活動における事故（京都市除く。）
中 学 校
高等学校

学校管理下における事故（内運動部活動中の事故）
4,750 件（内 2,619 件）
2,701 件（内 1,630 件）

（2）事故の未然防止
各校においては、学校保健安全会議等を通じて、運動部活動中の事故について研修を深め
るなど、教職員の意識啓発を図ることが大切です。
指導者としての責務は「防げる事故は防ぐこと」であり、事故の未然防止のために、あら
かじめ予測される事態について把握、留意し、出来る限りの手立てをもって部活動を実施す
るようにしましょう。

人的要因

各要因 の

物的要因

予測される

環境要因

事態を把 握

危険回避、事故の未然防止
に向けた【 手 立て】 の 実 施

【人的要因】
ア 中学生、高校生期は成長期であるため、同年齢でも体格や体力に大きな差が認められます。
個人の体力や運動能力に応じた練習内容（トレーニングの質・量）を工夫し、接触プレー
のある競技では体格差を考慮する必要があります。
イ 疲労がたまったり、集中力が低下したりすると大きな事故や傷害につながる恐れがあり
ます。練習日や練習時間などを適切に計画し実施することが大切です。適切な休養日を
設けたり、練習中も適度な休憩を設けたりしましょう。
ウ 運動部活動に参加する生徒の健康観察を行い、事前に体調不良等について把握すること
が、事故や傷害の防止につながります。顔色観察や部活動ノート、健康チェックシート
など、いろいろな方法を工夫して生徒の心身の健康状態を把握しましょう。
① 外見からわかる項目（他覚的症状）
・・・顔色が悪い、元気がない、咳をしている、
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鼻汁が出ている、目が赤い、ケガをしている、眠そう、普段と変わった様子、その他
② 本人の訴えによる項目（自覚症状）・・・頭痛、腹痛、気持ちが悪い
③ 入部時に確認すべき項目・・・個々の健康診断結果を把握するとともに、身体的（解
剖学的）異常も併せてチェックします。「扁平足」
「内股」
「O 脚」
「X 脚」
「脊柱側弯」
などは、必要に応じて、専門医等に受診させるようにしましょう。
【物的要因】
ア 施設・設備
・活動する場所の安全を事前に点検し、不必要な用具や設備等は移動させるなど、安全な
スペースを確保しておくことが大切です。
・他の部と活動場所を共有する場合は、事前に練習内容を確認し合い、あらかじめ、生徒
同士が接触や衝突するような場面を回避しておくことが重要です。また、投てき種目や
球技では、想定外の方向へ円盤・砲丸やボール等が飛ぶ可能性があることを前提に、周
りの生徒への注意喚起や防球ネット等の配置について、より工夫することが必要です。
・グラウンドの凸凹や固さ、体育館床の「濡れ」は、足首や膝の大きな傷害につながる恐
れがあり、非常に危険です。また、床板の剥離による負傷事故の防止に向け、点検の実
施をするなど、常に整備に努め、必要があれば速やかに補修することが大切です。
イ

用具
発達段階や筋力等に応じて、適切な用具を選ぶことも事故防止につながります。特に初心
者には大切なポイントです。
「靴」
競技特性に応じて、衝撃吸収材の入ったシューズやかかとの固定性の良い靴を選ぶなど
して、捻挫等を予防しましょう。
「バット、ラケット」
初心者は、重さやグリップの太さ、ガットの強さなどが負担となり、手首、肘や肩の損
傷につながるので注意しましょう。
「ボール」
初心者には、適した大きさや重さのボールから始めましょう。また、濡れたりして重くなっ
たボールは外傷や障害の原因になります。
「その他」
スポーツ外傷より歯・口腔領域を保護し、受傷を予防するために、種目によっては「マ
ウスガード」の着用も勧められています。
【環境要因】
ア 外傷の発生時期
1 日の気温の変化が大きく、コンディションを整えにくい春と秋に外傷発生のピークがみ
られ、この時期は疲労が蓄積してくる時期でもあります。
また、1 週間のうちで外傷の最も多いのは金曜日であることからも、外傷の発生と疲労が
密接に関わり合っていることが推測されます。
イ 環境の変化への対応と適切な判断
・最近は季節によらず、唐突な気温や湿度の上昇が見られ、
「熱中症」予防対策が極めて重
要です。指導者は活動日や活動場所の環境条件について的確に把握し、速やかな対応と
併せて運動中止等の適切な判断をしなければなりません。
・屋外で活動する場合、落雷には十分に注意する必要があります。最近では、落雷が人を
直撃する事故が多く見受けられています。雷雲や雷鳴は、たとえ遠くであっても急速に
発達し接近することがあるため、速やかに活動を中止し安全な場所に退避させるなど、
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適切な判断をしなければなりません。（雷探知機の活用）
・突風、竜巻、雹（ヒョウ）などの急激な気象変化についても情報を収集し、適切な判断
をしなければなりません。
【その他】
ア 障害の予防ための「ストレッチング」と「ウォーミングアップ・クーリングダウン」の重要性
「ストレッチング」は、障害の予防でもっとも有効な方法とされています。
身体関節部の可動域は筋や伳の弾性で制限されているので、これらを引き伸ばすことで可
動域が大きくなって身体が柔軟になり、運動による障害を予防できます。特に、運動開始時
には、
「ウォーミングアップ」において十分に体温を高めながら「ストレッチング」を行います。
併せて、疲労の蓄積を防ぎ、早期の回復を促すためにも「クーリングダウン」は非常に重要
です。「ウォーミングアップ」同様、ゆっくり時間をかけて行うことが大切です。
〔ストレッチングの目的や効果〕
柔軟性の向上
傷害予防のためのウォーミングアップと
クーリングダウン
パフォーマンスの向上
心身のリラクゼーション・疲労回復等

（3）ジュニア期のスポーツ外傷・障害と予防
外傷は、転倒や衝突といった強い外力によって生じるケガのことを言います（骨折、捻挫、
肉離れ、剥離骨折等）。障害は、長期間同じ動作を続けることにより、比較的弱い力が体の一
定部位に繰り返し加わって生じるケガのことを言います（骨端症、離断性骨軟骨炎、疲労骨
折等）。
ジュニア期には、成人のアスリートとは異なるジュニア期特有のスポーツ外傷・障害があ
ります。これは、骨や筋肉、臓器等が発育発達途上であるためジュニア期の身体特性による
ものです。指導者は、ジュニア期の発育発達の特性を理解し、発育を損なうようなスポーツ
外傷・障害を発症させないように練習・トレーニングを計画的に実施し、場合によっては柔
軟な対応も行う必要があります。生徒・選手の動きを観察し、いつもと異なる表情や行動、
仕草をする場合には本人と相談し練習・トレーニング計画の変更も視野に入れ、医療機関へ
の受診も含め、スポーツ外傷・障害が悪化しないように留意する必要があります。

（4）スポーツ外傷
ア

骨折
外部から強い力が急に加わることによって、骨組織の連続性が絶たれた状態をいう。骨折
は外界との交通の有無によって開放骨折（複雑骨折）と皮下骨折（単純骨折）に分けられます。
患部の仏痛、腫張、変形、機能障害などがあり、ショック症状を起こし、貧血、顔面蒼白
となる場合もあります。
① 開放骨折の場合は傷の上を保護ガーゼで覆い、傷に触れないようにして固定する。
② 皮下骨折の場合は骨折した部位が動かないように、すぐに副子を当てて固定する。
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【剥離骨折】
剥離骨折とは、靭帯や筋肉、伳が急激に収縮することに伴って、骨がはがれ落ちてしまう
骨折をいいます。スポーツ中には、突然方向転換をしたり、急激な衝撃に耐えるために強く
踏ん張ったりすることがあります。そのような動作に関連して、骨に付着する伳や靭帯が強
く収縮し、その力に骨が耐えきれなくなった場合に、骨が剥がれ落ちるような骨折（＝剥離
骨折）になります。部位としては、膝・指・足首等が多いです。
剥離骨折にかかわらず、強い外力が加わったことで痛みを感じた場合には応急処置として
RICE 処置を行い、医療機関にかかりましょう。
イ

脱臼
関節の一部（亜脱臼）、または全部が正常な運動範囲を超えて外れてしまった状態で、関節
周囲の靱帯、筋、伳血管の損傷を伴うことが多いです。
① 脱臼をはめようとしたり、関節の変形を直そうとしたりしてはいけない。
② 患部を安静にして、最も楽な姿勢のまま固定する。
③ できるだけ早く受診する。
ウ

捻挫
患部の圧痛、腫張、運動障害などがあらわれます。
① 患部の安静保持を第一に考え、できるだけ早く局所を冷やし、高挙する。
② 患部にスポンジなどを当てて、伸縮包帯で圧迫固定する。
③ 固定した上から氷嚢などで冷やしながら医療機関へ移送する。

エ

突き指
一種の捻挫で、骨折・脱臼・伳の断裂などを合併することがあります。
指が動かない場合、痛みや腫れがひどく内出血が見られる場合は、受診が必要です。治療
は RICE 法を基本とし、氷がなかったら、水道水を使ってまずは冷やしましょう。RICE 処置
後、痛みが続く、腫れている、皮下出血があるような場合は、たとえ軽傷であってもきちん
と検査し適切な治療をうけることが大切です。症状によっては手術することもあります。
① できるだけ早期に患部を冷やす。
② 引っ張ったり動かしたりしてはいけない。
③ 30 分以上冷やした後に、副子を当てる、または絆創膏で隣の指と一緒に固定する。
④ 冷湿布をして患部を高くしておく。
オ

肉離れ
スポーツなどで筋肉に急に大きな負担が加わったときに発生しやすく、筋繊維や結合組織
の損傷をいいます。特に、大腿裏のハムストリング等に見られることが多く、激しい痛みと
内出血を伴うことがあります。安静を保ち、速やかに受診することが必要です。
① 氷嚢などで局所を 30 分間くらい冷やす。
② 冷湿布をして弾性包帯を巻く。
カ

こむら返り
ふくらはぎ（腓腹筋）や足の裏の一部の筋肉だけが突然けいれんを起こして硬くなり、ひ
きつって痛くて動けなくなる状態のことをいいます。
① ふくらはぎの場合、臀部を床に下ろし、膝を押さえ、足先を押す。
② 足の裏（足底部）の場合、土踏まずを押さえ、また、足関節を足背側へと曲げる。
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キ 打撲傷
【眼球打撲】
事故の状況、特に何が当たったか（手、ボール、ラケットやバット、接触プレーによる肘や
膝等）を把握します。また、ボールの場合はその硬さ等の把握も重要です。いつもどおりに見
えているかを確認し、腫れや痛みがあれば冷却しますが、目を強く圧迫しないように注意しま
しょう。打撲により網膜に異常を及ぼす場合でも、網膜そのものに痛みはないため、一時の痛
みが治まっても、できるだけその日のうちに眼科受診をしておくように指導しましょう。
① 目の動きはおかしくないか。物が二重に見えないか。
② 左右の瞳孔の大きさに差がないか。
③ 左右の見え方に違いがないか。10 分以上たっても、目がボーっとしていないか。
④ 見える範囲が狭くなるなど異常がないかなどについて観察を行い、異常を感じる場合
は、速やかに受診しましょう。
【頭部打撲】
意識障害、出血、嘔吐、頭痛、呼吸・脈拍の異常、ショック症状などが認められる場合は、
動かさず安静を保ち、必要に応じて気道確保、保温を行い早急に医療機関へ移送します。
頭部打撲は、昼間の通常時間に必ず受診しましょう。病院では、24 時間様子を見て吐き気
や首の硬直がないかを観察するように伝えられることが多いです。
受傷後、意識障害の全くない場合でも、安静観察後、保護者との連携のもと、万全を期し
て受診するようにしましょう。当該生徒・保護者には、2 〜 3 日は入浴を避け、意識の状態、
吐き気のない嘔吐、激しい頭痛、けいれんや筋力の低下等、少しでも気になる変化があれば、
専門医を受診するよう指示しましょう。
【頸部打撲】
安静を原則としましょう。身体を動かすことにより、損傷具合がひどくなる可能性があり
ます。意識や呼吸状態の確認をして、首の痛みや手足のしびれの有無または手足の動きなど
麻痺の確認をしてください。少しでも神経症状を認めれば、首を固定して、安静状態を保ち
ながら、速やかに救急搬送しましょう。
【腹部打撲】
腹痛、嘔吐、ショック症状、発熱、血尿などがあれば、膝を曲げて安静にし、保温に注意
して早急に医療機関へ移送しましょう。
ク

心臓震盪（しんとう）
心臓疾患がなく、胸壁や心臓に構造的損傷がないのに、胸部への衝撃により発生した突然
の心停止のことを言い、半数以上はスポーツ中の胸部への衝撃により発生しています。野球
のボールが最も多く、他にはソフトボール、サッカーボール、バスケットボール等が挙げら
れます。肘や膝が当たった場合でも発生します。心室細動による心停止であるため、電気的
ショックによる除細動が重要です。3 分以上心室細動の状態が続くと脳の破壊が始まると言
われていますので、現場に居合わせた人が AED（自動体外式除細動器）による除細動処置を
速やかに行いましょう。
ケ

創傷（擦過傷・切り傷・刺傷・挫創・裂創等）
手当のポイントは止血、細菌感染の防止、仏痛の緩和です。
① 手当を行う前に手を洗う。
② 出血があれば、清潔なガーゼなどで直接傷口を強く圧迫する。または
手足であれば、その部分を高く挙げる。
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③
④

傷口を清潔にする。水道水を流しながら、清潔なガーゼ等を使って傷口を洗い流す。
傷口の上に被覆材を当てて、包帯をする。

コ

歯の脱臼
脱落した歯牙を再び戻すためには、歯根膜が残っていなけれ
ばなりません。
① まず、脱落歯を探す。
② 脱落した歯を元の歯槽窩に戻してみる。
③ 戻せなかったら、脱落した歯を歯牙保存液・牛乳または
口の中に入れて保存する。（口の中で保存する場合は、歯
を飲み込まないように十分注意が必要）
④ 速やかに歯科医受診をする。
サ

鼻出血
打撲やのぼせなど様々な原因が考えられますが、多量の場合は咽頭に流れ、口から食道、
気管内に入れば窒息のおそれもあります。鼻をつまむようにして、出血側を圧迫して止血し
ますが、併せて患部を冷却することも効果的です。また、圧迫しても出血が止まらない場合は、
一度鼻をかんで、鼻腔にたまった血液を排出してから再度圧迫しましょう。
シ

脳貧血
脳の血流が一時的に悪くなり、脳の循環障害によって起こる症状で、顔面蒼白、冷汗、疲
労感、めまいや気が遠くなるなどを訴え、血圧が下がることにより意識不明となり倒れます。
① 水平位または足の方を高くして寝かせる。
② 気道を確保できる体位を保ち、衣服の緊縛を緩め、保温に努める。
③ 倒れた場合は、その時にけがをしていないか調べる。
④ 脈拍が弱く、回復が遅い時は、医療機関を受診。
ス

過換気症候群
思春期の女子に最も起こりやすく、小中学生や男子にも見られます。過呼吸により酸素過
多となり、手足のしびれが発生することもあります。
① 本人と周囲を落ち着かせる。
（周囲から隔離する方が良い。）
② 口を閉じて鼻だけで息をする感じの「ゆっくり呼吸」を行わせる。手で口を覆い、呼
吸を落ち着かせる方法もある。自制できずに、より意識混濁の状況が見られたら、救
急搬送も視野にいれましょう。

（5）スポーツ障害
スポーツ障害とは、同じ部位に何回も繰り返し外力が働いたために生じる身体の異常を言
います。それぞれのスポーツには、特有のスポーツ障害が見られます。スポーツ障害は、特
定部位の使い過ぎや不適切な使い方をしたことによって起こりますが、個人の筋力、持久力、
柔軟性、技術、身体的異常なども原因となり、またトレーニングの内容（量・質）やトレー
ニングを行う場所等に原因がある場合もあります。
スポーツ障害は、ⅠからⅢ期に分類されます。
Ⅰ期 初期であり、スポーツの後だけ痛みがある。
Ⅱ期 スポーツ中にも痛みを覚える。
Ⅲ期 常時仏痛が持続しスポーツ活動が満足に行えなくなる。
早く原因を明らかにして、早期に治療することが大切です。
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【チェック項目】
① コンディショニング
ウォーミングアップとクーリングダウンは正しく行われているか、練習の量は適切か等
② テクニック
正しく、そして自分に合ったテクニックを身に付ける。
③ 用具
使用している用具が自分に合っているか。ラケット・バット等だけでなく、靴、眼鏡、
服装にいたるまで見直す。
④ 設備及び環境
天候に合わせてトレーニングできているか、硬すぎる路面や傾いた道路の端を走って
いないか等
⑤ 速度
ランニングのスピードをいきなり速くしていないか、テニスの相手が上手過ぎて、ボー
ルのスピードが自分にとって速すぎないか等
ア

オスグット病
繰り返しの動作によって生じるケースが多く見られます。発育期には膝蓋伳がつく脛骨粗
面は軟骨で脆弱のため、ここに大腿四頭筋による繰り返し引っ張る力（牽引力）が加わると
骨が形成されにくくなり、小さな骨ができたり、肥大したりすることにより膝の痛みが生じ
ます。痛みは、走る、ジャンプ、階段昇降などの際にみられ、アイシング、消炎鎮痛剤、ス
トレッチング、筋力強化、装具などが有効です。
イ

ジャンパー膝
繰り返し動作により膝蓋骨の下にある膝蓋伳に痛みが生じるものです。急速な加速、減速、
ジャンプ、着地などの動作を繰り返すことで膝蓋伳が酷使されて生じる、
使いすぎ症候群（オー
バーユース症候群）のひとつです。初期では膝蓋骨の下の膝蓋伳付着部に運動後痛みが生じ
ます。まれに膝蓋伳が切れることもあります。ストレッチング、筋力強化、クライオセラピー
（寒冷療法）やアイスマッサージおよび薬などの保存的治療を行います。慢性ではなかなか治
らないので、早期発見・早期治療が必要です。
ウ

シンスプリント
疲労性脛部痛ともいい、脛（すね）の内側の下方 3 分の 1 に痛みや不快感が出ます。走る・
蹴るなどの動作や足首を内側にひねる際に働く筋肉が、骨についている膜（骨膜）を強く引っ
張るために痛みが生じます。痛い場所の炎症を軽減させるために、冷却やふくらはぎの筋肉
のストレッチングが勧められます。運動前にはストレッチングを念入りに行い、使いすぎに
注意します。靴はクッションのあるものを用います。
エ

野球肘
骨の成長が終了するまでの痛みで、成長途中の骨、軟骨が傷つくことに特徴があります。
障害は部位により内側、外側、後方にわけることができます。手のひらを天井に向けて小指
側を内側、親指側を外側としますが、もっとも多いのは、内側の障害で全体の 90% を占め
ます。
肘の内側の隆起した骨を押さえると痛みが生じます。治療は肘の痛みが出る動作を休むこ
とで、多くは 2 〜 3 週間安静にすれば痛みが消失します。痛みがなくなればスポーツを再開
でき、比較的予後は良好です。ただし、レントゲンで修復が確認できるまでには 1 年以上か
かることが多く、フォローアップが必要です。
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オ

リトルリーグ・ショルダー
骨端線を有する成長期にある野球選手で、年齢は 9 〜 14 歳頃に起こります。アメリカで
はピッチャーに多いですが、日本ではキャッチャーや内野手に多く見られます。骨端線が存
在し、力学的に弱いこの部分に投球動作により繰り返されるストレスがかかり、離開が生じ
てくると考えられ、炎症あるいは骨端線の疲労骨折が生じるためとされています。
肩関節部の安静による保存療法にて治癒可能とされますが、少年期に三角巾等のみで利き
腕を安静に保たせることは困難な場合も多く、十分な説明を行い、理解させることが大切です。
場合によってはギプス固定も必要となります。
カ

疲労骨折
疲労骨折とは、通常では骨折が生じないような弱い外力が、同じ動作の連続で、同じ部位
に繰り返し加わることで生じる骨折をいいます。小さいひびからはじまり、徐々にひびが拡
大していくと完全な骨折となります。下肢に負荷がかかる競技の場合では脛骨や腓骨、中足骨、
腕を使う競技では尺骨、上半身の回転運動を伴う競技では肋骨、というように競技や行う動
作により疲労骨折となる部位が異なります。
疲労骨折は、発症初期では運動中のみに痛みを生じますが、進行すると安静時でも痛みを
感じるようになります。
硬い路面でのトレーニングやシューズのクッション性の問題、あるいは骨格なども一因と
なりますが、一番の要因は “ 使いすぎ ” です。日頃の練習・トレーニングを計画的に行いましょ
う。疲労骨折の疑いを感じた場合には、医療機関に受診しましょう。

（6）主な応急手当

RICE法

打撲・骨折・捻挫・肉離れ・つき指などの損傷には、救急処置の基本的
な方法として【 RICE 法 】があります。
Rest
安静
Icing
冷却
Compression
圧迫
Elevation
挙上

（7）救命処置
救命処置とは、応急手当のなかでも、心肺停止（心臓と呼吸が止まってしまった状態）や
もしくはこれに近い状態になった時に行う処置のことです。
心肺蘇生法や AED の使用などを行います。
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