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安全管理対策 

 

スポーツ傷害の予防 



1. スポーツ傷害とは 

2. 内科的スポーツ障害  

•急性障害 

•慢性障害 

3. 整形外科的スポーツ障害 

本日の予定 



1. スポーツ外傷 

 スポーツによって発生したケガ 

 骨折、脱臼、靭帯断裂など 

 

2. スポーツ障害 

 慢性的に生じる異常、故障 

 貧血、不整脈など 

 疲労骨折、腱板炎など 

スポーツ傷害 



内科領域  

 1.  急性障害 

 2.  慢性的障害 

 

整形外科領域  
 

スポーツ障害   



1. 死亡事故 

① 心疾患； QT延長症候群 

② 中枢神経疾患; 脳動静脈奇形 

2. 熱中症・日射病 

3. 過呼吸症候群 

4. 運動誘発性気管支喘息 

スポーツ障害  内科領域  

1．急性障害 



  
死亡発生件数 

総数 
体育的部活動時

の死亡 

平成25年度 63 16 

平成26年度 51 12 

学校の管理下の死亡の発生件数 

 給付対象事例    

日本スポーツ振興センター 



  
体育的部活動時の死亡 

中学 高校 

平成25年度 10 (8)* 6 (3) 

平成26年度 6 (2) 6 (3) 

学校の管理下の死亡の発生件数 
 給付対象事例  

*卓球 1名 

(突然死)  



 肥大型心筋症 

 QT延長症候群 

 

 先天性心奇形 

 冠動脈異常 ；川崎病 
 

心臓突然死の原因 



小学校1年、中学校1年、高校1年 での実施 

 

目的：心臓突然死の予防 

発見できる疾患 

    肥大型心筋症 

    QT延長症候群 

    冠動脈疾患；川崎病 

    心房中隔欠損症 

 

心電図検査 



 

正常心電図 QT延長症候群 



 

QT延長症候群 



脳動静脈奇形の破裂によるくも膜下出血 
 

中枢神経疾患 



てんかん発作 

身体の一部からけいれんが始まり、次第
に全身に及ぶ様式のもの 

一過性の片麻痺や感覚異常 

頻回の頭痛 

脳動脈瘤・クモ膜下出血を生じた家族歴 
 

脳動静脈奇形破裂の前兆 



頭痛、それも猛烈な突然の頭痛 

嘔吐・吐き気 

突然の昏睡 

てんかん発作 

脳動静脈奇形破裂（くも膜下出血） 

の症状 



内科領域  

 1.  急性障害 

 2.  慢性的障害 

 

整形外科領域  
 

スポーツ障害   



 

1.  貧血 

2.  不整脈 

3.  オーバートレーニング 

スポーツ障害  内科領域  

２．慢性障害 



オリンピック強化選手の調査（1989年） 
 

男子３５８名のうち、７.５％ 

女子１２０名のうち、２２.５％ 

       に貧血が認められました。 

 

  ⇒ 啓蒙活動が始まり、改善 

貧血：スポーツ選手の貧血 



疲れやすい 

倦怠感 

微熱 

皮膚が蒼白(顔色が悪い） 

動悸・息切れ 

頭痛、めまい、耳鳴り 

食欲不振 

無月経 

スポーツ選手の貧血 
鉄欠乏性貧血      症状 



血液検査 

 
 ヘモグロビン   男性  13.4～ 17.6 
          女性  12.0～ 15.2 g/dl  

 血清鉄      男性  60 ～ 210 

          女性  50 ～ 160  µg/ml   

 フェリチン    男性  39.4～ 340 
          女性   3.6～ 114 ng/mL  

スポーツ選手の貧血 
鉄欠乏性貧血      診断 



右記装置（アストリム）を使用し、非侵
襲的に貧血の指標であるヘモグロビン値
を測定出来る。 

測定時間は約40秒間。 

2016年全日本選手権で実施 

採血せずにヘモグロビンを測定 



2016年1月 全日本選手権来場者 

貧血は9１名
中３５名 

３８％ 



2016年1月 全日本選手権来場者 

貧血は94名中
4名 



症状が出現した時 

試合に勝てなくなった 

練習に集中できない 

気力の低下 

スポーツ選手の貧血 
鉄欠乏性貧血  どのような時に疑うか  



食事   治療・予防の基本 

内服薬  数週間で改善 

注射   重症例で使用  即効性あり  

 

ドーピングの心配はない 

 

スポーツ選手の貧血 
鉄欠乏性貧血     治療 



長距離選手 悪循環で貧血注射に依存  

 

 低体重が効率的 ⇒ 食事を制限 

 練習により貧血になる 

 指導者が鉄剤の注射で対応 

 即効性を選手が実感 ⇒ 依存 

 

 教育啓蒙活動により改善を図っている 

鉄の過剰に注意 
     日本陸連の取り組み 



内科領域  

 1.  急性障害 

 2.  慢性的障害 

 

整形外科領域  
 

スポーツ障害   



腱板損傷 肩 

靭帯損傷 膝 

腱鞘炎   手関節 

椎間板ヘルニア 腰 

疲労骨折 中足骨、腓骨、大腿骨 

        肋骨 

卓球トップ選手で発生した障害   

  2013年～2015年 



 高校生以上に見つかった 

 軽症のうちは腱板炎  

 進行すると部分断裂 

腱板炎 



小さな負荷の繰り返しに
よって生じる骨の異常 

軽症の場合は骨に細かな
ひびが入る 

重症化すると骨の断裂 

 

女子選手に多い 

無月経による骨密度の低
下が原因の一つ 
 

疲労骨折 



症状 

慢性的な痛みの持続 

運動時の痛み 

進行すると安静時にも痛み 

 

診断 

X線写真 

MRI検査 

 

疲労骨折  症状と診断 



治療 

安静：期間は病状次第 

多くの場合ギプス固定
は要さない 

治りが悪い際には手術 

 

競技への復帰 

 課題 

疲労骨折  治療と復帰  



貧血選手の発見・治療について、ご自身
の指導現場でどのように行うべきか
（行っているか）提案書（現状報告書）
を作成してください。 

 

疲労骨折を生じた選手の復帰スケジュー
ルを作成する際に注意すべきポイントを
中足骨骨折を例に列記してください。 

 

 
 

課題 


