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本事業の目的として、機能の提供とコンディション管理ソフトを活用した適切かつ効率的な体調管理

や外傷･障害の実態把握と学生の日々の体調管理と外傷・障害の予防および発生時の適切な対応につい

て講習をすることで、合理的に外傷・障害情報を収集する環境を整備し、実態の適切な把握と発生時の

所属する大学等への速やかな報告（受傷報告書）を促し、指導者が外傷・障害予防に向けた義務を果た

せるようにすることを目的としている。

さらに一昨年来の新型コロナウイルス感染の終息が未だ見えない中、外傷･障害を含めた学生の適切

な体調管理については必須となっている。一方で、十分なリソースがない中、各運動部においては管理

方法の検討を行っている。

そこで、UNIVASでは昨年度に引き続き、運動部の所属選手の外傷･障害を含めた更なる体調管理を

支援し、大学スポーツでの外傷・障害の実態を把握するために、パートナー企業であるKDDI株式会社

のサポートで、株式会社ユーフォリアと協働でコンディション管理ソフト「ONE…TAP…SPORTS」の外

傷･障害の管理機能である『インジュリー機能』の無償提供を行った。

また、今回の提供事業で得られた情報を集計･分析し、大学スポーツにおける外傷･障害の発生傾向

や管理の実態を「大学運動部活動におけるスポーツ外傷・障害の傾向」として取りまとめを行い、他の

安全安心に関する事業とも連携させ、大学スポーツの安全安心な環境構築を更に進める。

提供内容：①「ONE…TAP…SPORTS」（株式会社ユーフォリア）の『インジュリー機能』（無償）

　　　　②…「ONE…TAP…SPORTS」の『インジュリー機能』の操作サポート、外傷・障害の判定につ

いてのお問合せ対応

　　　　③運動部における選手の外傷・障害の管理に関するセミナーへの参加　※別紙

対　象：UNIVAS会員である大学、競技団体に属する運動部

期　間：2021年4月から2022年2月末まで

スポーツ外傷 ･障害情報収集事業の
実施概要第1章
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UNIVASに所属しているクラブでのスポーツ外傷・障害のデータを収集するにあたり、「データ収集

するスポーツ外傷・障害」の今回の定義を定めた。

1．データ収集するスポーツ外傷・障害の今回の定義と具体例

データ収集するスポーツ外傷・障害は、「トレーニングや練習、試合などスポーツに参加した結果と

して起こった外傷、障害のうち、医療機関・大学内学生健康管理部門・大学病院（ある場合）を受診し

たもの」と昨年度と同様に定義した。各大学の部活の体制が異なる中で、部活動毎で外傷・障害の判断

に差異が生じる可能性を低減させる意図でこの定義を採用した。また、疾病については原因が部活動に

起因するかの判断が難しいため、今年度も除外した。

各クラブでデータ登録をするにあたり、収集するスポーツ外傷・障害の具体例を提示し登録される

データの定義が揃うことを試みた。

1© 2020 Euphoria Co., Ltd.CONFIDENTIAL

収集するスポーツ外傷・障害の具体例

具体例 結果
部活動の集合練習でランニングしている時に膝に痛みを感じて医療機関に診断
を受けにいった

• 『トレーニングや練習、試合などスポーツに参加した結果として起こった外傷、障害のうち、医療機関・
大学内学生健康管理部門・大学病院（ある場合）を受診したもの』

◯：今回の外傷・障害の対象となります

部活動の集合練習でランニングしている時に膝に痛みを感じた。練習後にアイシ
ングをしたが医療機関にはいかなかった ×：今回の外傷・障害の対象となりません

部活動の試合において身体接触があり、肩を強打した。チームのトレーナーと相
談して医療機関に診断を受けに行った

◯：今回の外傷・障害の対象となります

部活動の試合において身体接触があり、肩を強打した。チームのトレーナーと相
談した結果、様子見をすることとして医療機関の診断は受けなかった ×：今回の外傷・障害の対象となりません

部活練習時間外で個人で練習をしている時に、ハムストリングに痛みを感じた。
痛みがあるため医療機関に診断を受けにいった

部活練習時間外で個人で練習をしている時に、ハムストリングに痛みを感じた。
痛みはあるが様子見をして医療機関の診断は受けなかった ×：今回の外傷・障害の対象となりません

◯：今回の外傷・障害の対象となります
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2021年度の調査におけるスポーツ外傷・障害報告によるデータ登録は、ONE…TAP…SPORTSのイン

ジュリー機能での外傷／障害報告の入力画面から行う。以下は、スポーツ外傷・障害情報の入力を行う

担当者（情報管理者）の操作方法の説明である。

2．スポーツ外傷・障害報告によるデータ登録とデータ分析

情報管理者（選手の外傷・障害情報の入力を行う方）の操作

UNIVAS加盟校におけるONE TAP INJURYを用いた外傷・障害サーベイの取組

ONE TAP SPORTS Injury 操作方法の説明

スタッフログイン画面を開き、メールアドレスとパスワードを入力してログインします
（https://www.one-tap.jp/staffs/sign_in)

・画面にログインをして、情報管理者自身が選手・スタッフの怪我の状態や発生状況を入力します

メニュー画面からINJURY 「外傷/障害報告作成」の ボタンをクリックします

1

2

情報の入力
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外傷/障害報告の入力画面が表示されるので、詳細を入力します

詳細を入力したら、最下部の「登録する」ボタンをクリックします

3

4

外傷/障害履歴にデータが追加されます

選手の怪我等の状況をヒアリングしながら、
情報管理者が各種情報を入力します
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2021年度の調査での、スポーツ外傷・障害報告によるデータ分析は、ONE…TAP…SPORTSのインジュ

リー機能上の外傷／障害分析画面で実施が可能である。以下は、スポーツ外傷・障害情報の分析を行う

担当者（情報管理者）の操作方法の説明である。

2021年度の調査を運営するにあたり、以下の2つの窓口を設置した。

①　スポーツ外傷・障害に関連する問い合わせの対応窓口

②　ONE…TAP…SPORTSの使用法に関する問い合わせの対応窓口

3．スポーツ外傷・障害に関するお問い合わせ

対象期間、受傷者氏名、選手カテゴリなどの分析条件を入力し、「検索」のボタンをクリックします
3

障害件数レポートが出力されます（CSVダウンロードが可能）

4

分析する視点に応じて、5つの中から選
択します

①受傷種類と受傷部位
②受傷者と発生原因
③受傷者と発生状況
④受傷部位と手当て
⑤受傷部位と対応

ポイント

上記の選択に応じた、
障害発生件数のレポートが出力されます

(左記は「①受傷種類と受傷部位」で出力した
例)
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2021年度の調査に参加したクラブは64クラブであった。また、スポーツ外傷・障害調査に登録され

た学生数は総計3,614名であった。うち男子学生の登録は全体の73.6%…（2,659人）で、女子学生の登録

は26.4%（955人）であった。但し、全ての所属学生が登録されているとは限らない。クラブによって

は受傷した学生のみを登録している場合がある。

スポーツ外傷・障害の発生状況
（今回の調査におけるスポーツ外傷・障害レポート）

第2章

2020年度の調査に参加したクラブは55クラブであり、2021年度の調査では9クラブ増加した。また、

2020年度のスポーツ外傷・障害調査における登録学生数は総計2,602名であり、2021年度の調査では

1,012名増加した。
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月別スポーツ外傷・障害発生件数では、4月が15.0%（122件）と最も多く、続いて6月の14.8%（121

件）、10月の11.6%（95件）の順であった。

1．スポーツ外傷・障害発生件数

2020年の月別スポーツ外傷・障害発生件数では、10月が24.9％（122件）と最も多く、続いて2月の

15.3％（75件）、11月の14.5％（71件）の順であった。

2020年と2021年の月別スポーツ外傷・障害発生件数の傾向を比較すると、11月以降は減少傾向にあ

り、2月には増加する傾向がある共通点があった。
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2021年の調査に参加した64クラブの競技別内訳は、サッカーが全体の17.2%（11クラブ）、バスケッ

トボールが9.4%（6クラブ）、バレーボールが9.4%（6クラブ）、陸上競技が9.4%（6クラブ）、ラグビー

（15人制）が9.4%…（6クラブ）の順で多かった。

2．対象クラブの競技別割合

2020年の調査に参加した55クラブの競技別内訳は、サッカーが全体の20.0％（11クラブ）、バスケッ

トボールが10.9％（6クラブ）、バレーボールが10.9％（6クラブ）、陸上競技が10.9%（6クラブ）の順

で多かった。

2020年と2021年の対象クラブの競技別割合を比較すると、ラグビー（15人制）とフィールドホッケー

で増加がみられた。
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2021年の男女別スポーツ外傷・障害の登録件数における内訳は、男子が80.9%（660件）、女子が

19.1%…（156件）であった。

3．スポーツ外傷・障害登録クラブの学生の傾向（男女比）

2020年の男女別スポーツ外傷・障害の登録件数における内訳は、男子が84.5%（414件）、女子が

15.5%（76件）であった。報告された外傷・障害件数が昨年の490件から今年度は814件へ増加したこ

とに伴い、女子の件数の内訳が増加した。

スポーツ外傷・障害の発生状況では練習中が65.4%（534件）と圧倒的に多く、続いて試合中が

26.7%（218件）であった。大多数が練習中の受傷であった。

2020年のスポーツ外傷・障害の発生状況では練習中が70.6％（346件）と圧倒的に多く、続いて試合

中が14.3％（70件）であり、2021年では試合中に発生したスポーツ外傷・障害が増加した。

4．スポーツ外傷・障害の発生状況
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競技別でみると、外傷・障害の発生件数はサッカーが最も多く、次いでラグビー（15人制）、アメリ

カンフットボール、バスケットボール、陸上競技の順であった。

5．競技別の外傷・障害の傾向

2020年度では、外傷・障害の発生件数はサッカーが最も多く、次いでアメリカンフットボール、陸

上競技、テコンドー、野球の順であり、2021年度ではラグビーとバスケットボールの発生件数が増加

した。
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競技別の1クラブあたりの平均発生件数でみると、サッカーが最も多く、次いでラグビー（15人制）、

アメリカンフットボールの順で多かった。

2020年度の競技別の1クラブあたりの平均発生件数では、アメリカンフットボールが最も多く、次い

でテコンドー、サッカーの順で多かった。2021年度は2020年度で最も多かったアメリカンフットボー

ルは、56.5件から22.3件に減少した。テコンドーでは、23.0件から15.0件に減少した。一方、サッカー

では、21.2件から40.7件に増加した。
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スポーツ外傷・障害の発生原因で最も多かったのは「接触:他のプレイヤー」で全体の31.3%…（255件）、

次いで「非接触性外傷」が20.0%…（163件）、「オーバーユース（慢性）」が9.1%…（74件）の順であった。

6．スポーツ外傷・障害の発生原因

スポーツ外傷・障害の発生部位で最も多かったのは、「足首」の23.5%（192件）、次いで「膝」の

15.4%（126件）、「もも/大腿」の13.1%（107件）であった。

7．スポーツ外傷・障害の発生部位

2020年度の発生原因で最も多かったのは「オーバーユース（慢性）…」で全体の33.2％（90件）、次いで「接

触:…他のプレイヤー」が15.8％（67件）、「非接触性外傷」が14.1%…（58件）の順であった。

2020年度の発生部位で最も多かったのは、「足首」の23.9％（117件）、次いで「もも/大腿」の13.7％（67

件）、膝の9.4%（46件）であった。
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医療機関での診断名で多いのは「捻挫（靭帯損傷）」が26.5%（216件）、次いで「筋断裂、損傷」の

12.6%…（103件）であった。

8．スポーツ外傷・障害の種類

受傷部位の左右側では、「右」が39.3%…（321件）、「左」が35.7%…（291件）であった。

2020年度の受傷部位の左右側では、「右」が31.8％（156件）、「左」が41.0％（201件）であった。

2020年度の医療機関での診断名で多かったのは「捻挫（靱帯損傷）」が42.1％（136件）、次いで「筋断

裂、損傷」の16.1％（52件）であった。
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複数のクラブが参加し、今年度のスポーツ外傷・障害の報告が多かったサッカー、ラグビー（15人制）、

アメリカンフットボール、バスケットボール、陸上競技におけるスポーツ外傷・障害の特徴を以下に示

す。感染症対策のためのスタッフが選手として登録されている可能性もある。…

A）サッカー

2021年度の調査に参加したサッカー部は11クラブで、男子は83.1%…（850人）、女子は16.9%…（173

人）であった。但し、全ての所属学生が登録されているとは限らない。クラブによっては受傷した学

生のみを登録している場合がある。登録されたサッカー部の男女別スポーツ外傷・障害件数の内訳は、

男子で369件（82.4%）、女子で79件（17.6%）であった。

部位別の外傷・障害の種類では、「足首の捻挫（靭帯損傷）」が全体の25.2％と最も多く、靱帯損傷

と骨折を含めると「足首の外傷」は全体の26.1％を占めていた。次いで、「もも/大腿の筋断裂、損傷」

が6.7％、「膝の捻挫（靱帯損傷）」が3.6％を占めていた。

また、「脳しんとう」は8件報告された。

B）ラグビー（15人制）

2021年度の調査に参加したラグビー（15人制）部は6クラブで、男子は94.7%（413人）、女子は5.3%

（23人）であった。但し、全ての所属学生が登録されているとは限らない。クラブによっては受傷し

た学生のみを登録している場合がある。登録されたラグビー（15人制）部の男女別のスポーツ外傷・

障害件数の内訳は、男子が100％（142件）であるのに対し、女子は0%（0件）であった。

部位別の外傷・障害の種類では、「脳しんとう」が全体の15.5%…（22件）と最も多く、「足首の捻挫

（靭帯損傷）」は全体の11.3%を占めていた。次いで、「膝の捻挫（靭帯損傷）」が全体の7.0%であった。

C）アメリカンフットボール

2021年度の調査に参加したアメリカンフットボール部は3クラブで、男子は94.5%（324人）、女子

は5.5％（19人）であった。但し、全ての所属学生が登録されているとは限らない。クラブによって

は受傷した学生のみを登録している場合がある。登録されたアメリカンフットボール部の男女別のス

ポーツ外傷・障害件数の内訳は、男子が100％（67件）であるのに対し、女子は0%（0件）であった。

部位別の外傷・障害の種類では、「もも/大腿の筋断裂、損傷」が全体の23.9%と最も多く、次い

で「足首の捻挫（靭帯損傷）」が全体の10.5%、「膝の半月板、軟骨損傷」が9.0%を占めていた。

9．競技別のスポーツ外傷・障害の特徴
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また、「脳しんとう」は3件報告された。

D）バスケットボール

2021年度の調査に参加したバスケットボール部は6クラブで、男子が68.9%（188人）、女子は

31.1％（85人）であった。但し、全ての所属学生が登録されているとは限らない。クラブによっては

受傷した学生のみを登録している場合がある。登録されたバスケットボール部の男女別スポーツ外傷・

障害の発生件数の内訳は、男子で70.6%（24件）、女子で29.4%…（10件）であった。

部位別の外傷・障害発生件数では、「足首の捻挫（靭帯損傷）」が全体の29.4％と最も多かった。次

いで「膝」が11.8％、「腰/…腰椎」と「下腿（すね/ふくらはぎ）」がそれぞれ8.8％を占めていた。

また、「脳しんとう」は報告されなかった。

E）陸上競技

2021年度の調査に参加した陸上競技部は6クラブで、男子は75.2%…（118人）、女子は24.8％（39人）

であった。但し、全ての所属学生が登録されているとは限らない。クラブによっては受傷した学生の

みを登録している場合がある。登録された陸上競技部の男女別のスポーツ外傷・障害発生件数の内訳

は、男子で44.8%（13件）、女子で55.2%（16件）であった。

部位別の発生件数では、「下腿（すね/ふくらはぎ）」が全体の17.2％と最も多く、次いで、「足」

が10.3％、「もも/大腿」と「膝」がそれぞれ全体の6.9%を占めていた。

また、「脳しんとう」は報告されなかった。

2021年度の外傷・障害の報告データを再受傷率、外傷・障害別、治療期間の観点から集計した結

果を2020年度の報告データと比較しながら以下に示す。

再受傷として登録された外傷・障害は、16.7%（136件）であり、2020年度の6.5%（32件）より増

加した。2020年度の調査と同様に、今回の調査では、再受傷について明確に定義せず、入力を行う担

当者の判断に任せた。

10．再受傷率
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登録された外傷・障害が、急性のスポーツ外傷であったか、慢性のスポーツ障害であったかの内訳は、

「外傷」が全体の64.8%…（529件）、「障害」が11.6%…（95件）であった。

11．外傷・障害別

スポーツ外傷・障害の発生から治癒するまでの期間は、「30日未満」が38.0%（310件）、60日未満が

15.4%（126件）、「90日未満」が5.9%（48件）、「180日未満」は2.9%（24件）、「180日以上」が0.2%（2

件）であった。

12．受傷からの治療期間

2020年度の調査での内訳は、「外傷」が全体の57.6％（282件）、「障害」が10.6％（52件）であった。

2020年度の調査での受傷から治癒するまでの期間は、「30日未満」が30.8％（151件）、「60日未満」

が7.8％（38件）、「90日未満」が2.2％（11件）、「180日未満」が2.5％（12件）、「180日以上」が0.2％

（1件）であった。
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大学スポーツのメディカル体制の実態を把握するために、スポーツ外傷・障害の調査に参加したクラ

ブを対象に、2022年2月5日から2月21日の期間でインターネットを用いたアンケート調査を実施し

た。有効回答数は20クラブであった。

A） クラブにおける役割

2021年のアンケート回答者が所属クラブにおいてどのような役割であるかについて質問をしたと

ころ（回答数20）、「メディカルスタッフ・アスレティックトレーナー・トレーニング指導者」と回

答したクラブが全体の40.0％、「監督・コーチ」が35.0％、「主務・マネージャー」が5.0％、「部長」

が5.0%、「学生トレーナー」が5.0%、「部員」が5.0%、「アナリスト」が5.0％であった。

また、上記の設問で「メディカルスタッフ、アスレティックトレーナー、トレーニング指導者」と

回答した人に対して、以下の質問をした。

I．回答者の従事状況

所属クラブへの従事状況について質問をしたところ、「フルタイム」と答えた回答者が全体の

50.0％、「パートタイム」が37.5％、「アスリートサポートセンターでの活動」が12.5%であった。

II．回答者の保有資格

回答者が保有する資格について質問をしたところ、全ての回答者が何らかの資格を保有してお

り、「日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー（JSPO-AT）」が3名、「鍼師・灸師」が

2名、「理学療法士」が2名、「米国BOC公認アスレティックトレーナー（BOC-ATC）」が1名、「米

国NSCA公認ストレングス＆コンディショニングスペシャリスト（NSCA-CSCS）」が1名、「日

本トレーニング指導者協会上級トレーニング指導者（JATI-AATI）」が1名、「米国NASM公認

コレクティブエクササイズスペシャリスト（NASM-CES）」が1名、「日本サッカー協会A-U12

ライセンス」が1名であった（複数回答）。

1．アンケート調査の概要（目的、調査対象、調査期間、調査手法、有効回答数）

2．回答者属性

クラブのメディカル体制の実態第3章
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III．回答者の資格取得後の経験年数

「資格を取得して何年になりますか。複数保有している場合は指導で最も活用している資格に

ついてお答えください」と質問をしたところ、「10年から20年未満」が全体の75.0％、「5年か

ら10年未満」が25.0％であった。また、資格を取得してからの経験年数が「5年未満」の回答者

はゼロであった。

IV．回答者の大学スポーツでの経験年数

「大学スポーツでの活動は何年になりますか。複数クラブでの経験がある場合、大学スポーツ

に関わるようになってからの経験年数をお答えください」と質問をしたところ、「20年以上」が

全体の12.5％、「10年から20年未満」が12.5％、「5年から10年未満」が12.5％、「3年から5年

未満」が62.5％であった。

V．回答者の雇用形態

回答者の雇用形態については、「大学との業務委託契約」が全体の25.0％、「大学職員としての

雇用」が25.0％、「所属クラブとの直接契約」が25.0％、「大学教員としての雇用」が12.5％、「大

学担当部署との直接契約」が12.5％であった。

VI．回答者の最終学歴

回答者の最終学歴については、「学士」が全体の50.0％、「修士」が25.0％、「博士」が12.5％、

「専門士」が12.5％であった。

VII．回答者の担当クラブ数

回答者が担当するクラブの数については、「複数のクラブを担当する」という回答が全体の

62.5％、「ひとつのクラブを担当する」という回答が37.5％であった。

B）所属大学の設置主体

所属する大学の設置主体については、「私立大学である」という回答が全体の85.0％、「国立大学で

ある」という回答が15.0％であった（回答数20）。

C）クラブの競技名

担当するクラブの競技名について質問をしたところ、「フィールドホッケー」という回答が8クラブ、

「バレーボール」が4クラブ、「サッカー」が3クラブ、更に、「ラグビー」、「バドミントン」、「空手道」、

「アメリカンフットボール」という回答はそれぞれ1クラブずつであった（複数回答あり）。

また、競技名の詳細は不明だが、「強化部全体」、「アスレティックトレーナー部として複数クラブ

を担当」という回答も挙がった。
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D）大学の所在地

大学の所在地について質問をしたところ、「東京都」が全体の30.0％、「大阪府」が20.0%、「京都府」

が15.0％、「愛知県」が5.0％、「青森県」が5.0％、「茨城県」が5.0％、「千葉県」が5.0％、「福井県」

が5.0％、「福岡県」が5.0％、「和歌山県」が5.0％であった（回答数20）。

E） 担当学生数

回答者が担当するクラブに所属の学生数については、「20 〜 49名」という回答が最も多く全体の

35.0％、次いで「50 〜 99名」が20.0％、「1〜 19名以上」が15.0％、「100 〜 199名」が15.0％、「200

名以上」が10.0％、「無回答」が5.0％であった（回答数20）。

A） 緊急時対応計画（EAP；Emergency Action Plan）

「各活動場所に合った緊急時対応計画（EAP；Emergency…Action…Plan）がありますか」（回答数

20）の問いに対して、「ある」と回答したクラブは全体の50.0％、「ない」と回答したクラブは

45.0％、「わからない」と答えたクラブは5.0%であった。

また、緊急時対応計画が「ある」と回答したクラブのうち、使用する緊急時対応計画の記載内容に

「地図を含んでいる」と答えたクラブは全体の29.0%、「役割分担を含んでいる」と回答したクラブは

18.0％、「医療機関の連絡先を含んでいる」と回答したクラブは47.0％であった。また、「緊急時対応

計画にそって、定期的にリハーサルを行なっている」と回答したクラブは6.0%であった。

B）シーズン前健康診断書の提出

「学生アスリートに対してメディカルチェック、またはシーズン前健康診断書の提出を求めていま

すか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の35.0％、「いいえ」と回答し

たクラブは65.0％であった。

C）健康状態自己申告書の提出

「学生アスリートに対して健康状態自己申告書の提出を求めていますか」（回答数20）の問いに対

して、「はい」と回答したクラブは全体の55.0％、「いいえ」と回答したクラブは45.0%であった。

D）活動参加同意書の提出

「学生アスリートに対してクラブへの活動参加同意書の提出を求めていますか」（回答数20）の問

いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の65.0％、「いいえ」と回答したクラブは35.0％であっ

た。

3．安全管理体制
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E） 緊急連絡先等の選手情報の管理

「クラブ内で学生アスリートの緊急連絡先などの情報を管理していますか」（回答数20）の問いに対

して、「はい」と回答したクラブは全体の75.0％、「いいえ」と回答したクラブは25.0％であった。

F） チームドクターの在籍割合

「チームドクターがいますか」（回答数20）の問いに対して、「いる」と回答したクラブは全体の

45.0%、「いない」と回答したクラブは55.0％であった。

また、チームドクターが「いる」と回答したクラブに対して、ドクターの帯同頻度を尋ねたところ、

「定期的、週に1回以上」と答えたクラブが全体の11.0％、「定期的、月に1回程度」と答えたクラブ

が11.0％、「試合・合宿時のみ帯同」と回答したクラブが22.0％、「試合時のみ帯同」と回答したクラ

ブが11.0％、そして44.0％の回答が受診頻度は「不定期」とし、その説明として「必要に応じてアス

リートサポートセンターから学内附属病院を紹介」、「試合の際やメディカルチェック、診察で依頼」、

「診察やオペの対応を依頼」などを挙げた。

G） アスレティックトレーナー、メディカルスタッフの在籍割合

「アスレティックトレーナー /メディカルスタッフがいますか」（回答数20）の問いに対して、「いる」

と回答したクラブは全体の80.0％、「いない」と回答したクラブは20.0％であった。

また、「アスレティックトレーナー／メディカルスタッフがいる」と回答したクラブに対して、帯

同頻度について尋ねたところ、「定期的、週に3回以上」と答えたクラブが全体の25.0％、「定期的、

週に1から2回」と答えたクラブが38.0％、「試合・合宿時のみ」と答えたクラブが25.0％であった。

また、「学生トレーナーは毎日帯同」、「クラブによって異なる」という回答があり、それぞれ6.0％で

あった。

H）トレーニング指導者の在籍割合

「トレーニング指導者がいますか」（回答数20）の問いに対して、「いる」と回答したクラブは全体

の85.0％、「いない」と回答したクラブは15.0％であった。

また、「トレーニング指導者がいる」と回答したクラブに対して、帯同頻度について尋ねたところ、

「定期的、週に3回以上」と答えたクラブが全体の35.0％、「定期的、週に1回〜 2回」と答えたクラ

ブが41.0％、「毎日帯同」と答えたクラブが6.0%であった。また、トレーニング指導者の帯同が「試

合・合宿時のみ」と回答したクラブは12.0%、「クラブによって異なる」と回答したクラブが6.0%であっ

た。
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I）脳しんとうに関する体制

I.段階的な学業復帰サポート

「脳しんとうを受傷した学生アスリートが安全に学業に復帰するためのサポート体制を整えて

いますか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の55.0%、「いいえ」

と回答したクラブは45.0％であった。

II．段階的な競技復帰サポート

「脳しんとうを受傷した学生アスリートが安全に競技へ復帰するためのサポート体制を整えて

いますか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の75.0%、「いいえ」

と回答したクラブは25.0％であった。

J） 新型コロナウイルス感染症に関する体制

I．体調管理システム

「新型コロナウイルスなどの感染拡大予防のために学生アスリートの体調管理を把握する体制

を整えていますか」（回答数20）の問いに対しては、すべてのクラブが「はい」と回答した。

II．行動把握

「新型コロナウイルスなどの感染拡大予防のために学生の行動を把握する体制を整えています

か」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の85.0%、「いいえ」と回答

したクラブは15.0％であった。

III．感染疑い者が発生した場合のサポート

「クラブ内で新型コロナウイルスへの感染の疑いが出た場合の対応計画または体制を整えてい

ますか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と答えたクラブは全体の95.0％、「いいえ」と回

答したクラブは5.0％であった。

IV．陽性反応時のサポート体制

「クラブ内で新型コロナウイルスの検査で陽性反応が出た場合の対応計画または体制を整えて

いますか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の95.0%、「いいえ」

と回答したクラブは5.0％であった。

V．罹患した学生の競技復帰体制

「新型コロナウイルス感染症に罹患した学生アスリートが競技復帰するための体制を整えてい

ますか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の95.0%、「いいえ」と

回答したクラブは5.0％であった。
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VI．緊急事態宣言が発せられた際のサポート体制

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発せられた場合のサポート体制を整えて

いますか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の90.0%、「いいえ」

と回答したクラブは10.0％であった。

VII．スポーツ活動の段階的再開に向けた学習機会サポート体制

「新型コロナウイルスの感染拡大によるスポーツ活動中止からの段階的再開に向けてチーム内

での学習機会を提供する体制を整えていますか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答

したクラブは全体の60.0%、「いいえ」と回答したクラブは40.0％であった。

VIII．ワクチン接種の情報提供・周知

「チーム内で新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する情報提供・周知する体制を整

えていますか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の85.0%、「いいえ」

と回答したクラブは15.0％であった。

IX．最新の知識を収集するための体制

「新型コロナウイルス感染症に関する情報を収集する体制を整えていますか」（回答数20）の問

いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の65.0%、「いいえ」と回答したクラブは35.0％であった。

K）昨年度と今年度のスポーツ外傷・障害の記録

I．昨年度（2020年度）までの外傷・障害の記録

「昨年度（2020年度）までの状況を教えてください。クラブ活動中に発生した外傷・障害の記

録をとっていましたか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の

60.0％、「いいえ」と回答したクラブは40.0％であった。

II．昨年度（2020年度）までの外傷・障害の記録担当者

「昨年度（2020年度）の外傷・障害の記録をつける担当者は誰でしたか」（複数回答）の問い

に対して、「アスレティックトレーナー／メディカルスタッフ」と回答したクラブが8クラブ、「学

生トレーナー」が4クラブ、「トレーニング指導者」が1クラブ、「監督」が1クラブであった。

III．昨年度（2020年度）までの外傷・障害の記録方法

「昨年度（2020年度）までの外傷・障害の記録をどのように記録していましたか」（複数回答）

の問いに対して、「エクセル、WordなどのPCアプリケーションで記録」と回答したのは8クラブ、

「ONE…TAP…SPORTSを活用して記録」が7クラブ、「専用のソフトウェア、アプリを活用して記

録」が1クラブ、「手書きでノートに記録」が1クラブであった。
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IV．昨年度（2020年度）までの外傷・障害記録の管理

「昨年度（2020年度）までの外傷・障害の記録をどのように管理していましたか」（複数回答）

の問いに対して、「クラウドで管理」と回答したクラブは5クラブ、「ONE…TAP…SPORTSで管理」

が3クラブ、「メールで共有・管理」が2クラブ、「PC上にデータ保存」が1クラブ、「GoogleDrive

で管理」が1クラブであった。

また、記録は取っているが「管理していない」と回答したクラブもあった。

V．昨年度（2020年度）までの記録対象の外傷・障害の定義

「昨年度（2020年度）までは、どのような外傷・障害を記録の対象と定義していましたか」の

自由記述の問いに対しては、「練習から1日以上離脱する怪我」、「痛みがあった場合」、「アスリー

トサポートセンターにて評価を行なった結果を記録」、「3日以上練習から外れた場合」、「練習メ

ニューに一つでも参加できない怪我」、「明確な定義づけはATに任せている（通院する怪我）」

などの回答が挙げられた。

一方で、「明確な定義づけはない」という回答もあった。

VI．今年度（2021年度）の外傷・障害の記録

「今年度（2021年度）の状況を教えてください。クラブ活動中に発生した外傷・障害の記録を

とっていましたか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の65.0％、「い

いえ」と回答したクラブは35.0％であった。

VII．今年度（2021年度）の外傷・障害の記録担当者

「今年度（2021年度）の外傷・障害の記録をつける担当者は誰でしたか」（複数回答）の問い

に対して、「アスレティックトレーナー／メディカルスタッフ」と回答したのが8クラブ、「学生

トレーナー」が4クラブ、「トレーニング指導者」が2クラブ、「主務・マネージャー」が1クラブ、

「監督」が1クラブであった。

詳細でみると、前年度までは「アスレティックトレーナー／メディカルスタッフ」のみが記録

担当者であったが、今年度から新たな記録担当者として「主務・マネージャー」を追加したクラ

ブもあれば、前年度までは記録担当者がいなかったが、今年度は「トレーニング指導者」を記録

担当者とするクラブもあった。

VIII．今年度（2021年度）の外傷・障害の記録方法

「今年度（2021年度）の外傷・障害の記録をどのように記録していましたか」（複数回答）の

問いに対して、「エクセル、WordなどのPCアプリケーションで記録」と回答したのは8クラブ、
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「ONE…TAP…SPORTSを活用して記録」が8クラブ、「専用のソフトウェア、アプリを活用して記

録」が1クラブ、「手書きでノートに記録」が1クラブであった。

昨年までは発生した外傷・障害を記録していなかったが、今年度から記録を始めたと回答した

クラブもあった。

IX．今年度（2021年度）の外傷・障害記録の管理

「2021年度の外傷・障害の記録をどのように管理していましたか」（複数回答）の問いに対して、

「クラウドで管理」と回答したクラブは6クラブ、「ONE…TAP…SPORTSで管理」が3クラブ、「メー

ルで共有・管理」が2クラブ、「PC上にデータ保存」が1クラブ、「GoogleDriveで管理」が1ク

ラブ、「ATが管理」が1クラブであった。

X．今年度（2021年度）の記録対象の外傷・障害の定義

「2021年度は、どのような外傷・障害を記録の対象と定義づけていましたか」（回答数13）の

問いに対しては、「2020年度までの定義と同様」と回答したクラブは11クラブであった。

また、昨年までは記録する外傷・障害の定義づけをしていなかったクラブでも、今年は「長期

離脱」、「練習からの離脱日数で重症度のカテゴリー分けをし、治療と時間損失の定義での傷害情

報を収集。並行して選手へのアンケートも実施してanycomplaintの傷害定義でも情報を収集」

という定義づけをしたという回答があった。

L）  大学への外傷・障害の報告

「クラブ活動中に発生した外傷・障害を大学へ報告していますか」（回答数20）の問いに対して、

「はい」と回答したクラブは全体の35.0%、「いいえ」と回答したクラブは65.0％であった。

I．報告対象となる外傷・障害の定義

外傷・障害の発生を大学側へ「報告している」と回答したクラブに対して、「どの重症度まで

の外傷・障害を大学へ報告していますか」と質問をしたところ、「重症度に関わらず、アスリー

トサポートセンターの利用状況として報告」、「救急車を要請した場合」、「入院・手術が必要な場

合」、「骨折」、「病院を受診した場合」、「痛みがあれば報告」等の回答が挙げられた。

II．報告先となる担当部署

発生した外傷・障害を大学へ「報告をしている」と回答したクラブに対して、「報告先は学内の

どの部署ですか」と質問をしたところ、学生をサポートする「学生課」、「学生支援課」が最も多

く、3件であった。その他、「体育会」、「競技スポーツセンター」を報告先とした回答もあった。
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III．クラブ内での報告担当者

発生した外傷・障害を学内担当部署へ「報告をしている」と回答したクラブに対して、「報告は

誰が担当しますか」と質問をしたところ、「トレーナー」、「指導者」、「監督」、「学生」、「主務」、「ア

スリートサポートセンター責任者」等の回答が挙げられた。

また、報告を行う担当者を「特に指定していない」という回答もあった。

A） 用具・防具のメンテナンス

「用具や防具は各学生アスリートの体格に合わせてしっかりとメンテナンスされていますか」（回答

数20）の問いに対しては、すべてのクラブが「はい」と回答した。

B）  スポーツ外傷・障害の評価・対応用スペース

「受傷した学生アスリートを評価したり、手当をしたりするスペースはありますか」（回答数20）

の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の90.0%、「いいえ」と回答したクラブは10.0％で

あった。

C）  AEDへのアクセス

「容易にアクセスできるAEDを備えていますか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答し

たクラブは全体の90.0%、「いいえ」と回答したクラブは10.0％であった。

D）  スパインボード等の搬送に必要な備品

「スパインボードなどの傷病者への搬送に必要な備品を備えていますか」（回答数20）の問いに対

して、「はい」と回答したクラブは全体の40.0%、「いいえ」と回答したクラブは60.0％であった。

E）  暑さ指数の測定

「暑さ指数を測定していますか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の

20.0%、「いいえ」と回答したクラブは80.0％であった。

F）  熱射病発生時の冷却方法に必要な備品

「学生アスリートに熱射病の疑いがある際、深部体温を迅速に冷却できるような氷やバスタブなど

の必要な備品を備えていますか」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の

90.0%、「いいえ」と回答したクラブは10.0％であった。

4．設備・備品
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G）  テーピングテープ・応急手当用消耗品費用

「テーピングや絆創膏など救急バッグに入れる消耗品への年間消費額はわかりますか。大体の金額

を教えてください」（回答数6）という問いに対して、「7万円程度」、「10万円程度」、「160万円程度」、

「150 〜 180万円程度」などの回答が挙げられた。また、これらの消耗品に年間どれくらいの費用が

かかっているか「わからない」と回答したクラブも複数あった。

A） スポーツ外傷・障害や疾病などの予防プログラム

「学生アスリートに対して外傷・障害、疾病などの予防プログラムを提供していますか」（回答数

20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の70.0%、「いいえ」と回答したクラブは

30.0％であった。

B） 栄養の教育

「学生アスリートに対して栄養面の教育またはサポートを提供していますか」（回答数20）の問い

に対して、「はい」と回答したクラブは全体の65.0%、「いいえ」と回答したクラブは35.0％であった。

C） メンタルヘルスの教育

「学生アスリートに対して心理面の教育またはサポートを提供していますか」（回答数20）の問い

に対して、「はい」と回答したクラブは全体の40.0%、「いいえ」と回答したクラブは60.0％であった。

D） スポーツ重大事故・死亡事故を予防するための教育プログラム

「学生アスリートに対してスポーツの重大事故・死亡事故を予防するための教育を提供しています

か」（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の40.0%、「いいえ」と回答した

クラブは60.0％であった。

E） 新型コロナウイルス等の感染症に関する教育プログラム

「学生アスリートに対して新型コロナウイルスなどの感染症対策に関する教育を提供していますか」

（回答数20）の問いに対して、「はい」と回答したクラブは全体の80.0%、「いいえ」と回答したクラ

ブは20.0％であった。

今回の調査で使用したONE…TAP…SPORTS…INJURY機能について、「使用上の不明点や問題点はあ

りましたか」（回答数20）と質問をしたところ、「はい」と回答したクラブは全体の20.0％、「いいえ」

と回答したクラブは80.0％であった。

5．教育プログラム

6．ONE TAP SPORTS INJURY の使用上の問題点、不明点
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また、「ONE…TAP…SPORTSの使用上の不明点や問題点があった場合には内容を教えてください」

という記述回答については「復帰の基準」、「退部した学生のデータが消えて、年間の障害データ収集

に問題があった」という回答があった。
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昨年と同じように、クラブのメディカル体制の実態を把握するためのアンケートを実施した。スポー

ツで起こる事故や外傷・障害を防ぐには、正しい方法で外傷・障害調査を実施し、問題点を具体的に明

らかにすることが重要である。この章では、今回の調査の課題とクラブのメディカル体制に関するアン

ケート結果について言及する。

今回の調査では、所属学生の学年の情報を把握できなかった。今後は、学生を全員登録するようにする、

または、別途アンケート等で母数の調査を実施していきたい。学生の内訳を把握することによって、学

年別のスポーツ外傷・障害の傾向を知ることができる。

スポーツ外傷・障害の発生原因で「チェックなし」と答えたのは13.8%であった。外傷・障害を予防す

るためには、発生原因を把握することは重要なステップの１つであり、データを入力する担当者には、

発生原因だけでなく、各項目欄を確実に入力する重要性を理解していただけるよう更なる取り組みに努

めたい。

また、スポーツ外傷・障害受傷時の処置内容や医療機関に関する情報も入力されていないという課題

があった。今回の調査で登録するスポーツ外傷・障害は、「トレーニングや練習、試合などスポーツに

参加した結果として起こった外傷、障害のうち、医療機関・大学内学生健康管理部門・大学病院（ある

場合）を受診したもの」と定義しているため、基本的には入力された全てのスポーツ外傷・障害につい

て、受診医療機関を入力する必要がある。この受傷時の処置内容と医療機関の情報は、クラブのメディ

カル体制、特に救護体制を整える上で重要な役割を担う。

2021年度の各クラブにおけるメディカル体制の実態に関するアンケートの有効回答数は、20であっ

た。この回答数では、全体のメディカル体制の実態を把握したとは言えないが、興味深いアンケート結

果について言及する。

緊急時対応計画（以下、EAP;EmergencyActionPlan）について、安全安心ガイドラインでは、『大学

スポーツの振興とともに、EAPの概念を大学スポーツ内に広めることは、UNIVASに求められる重要

1．今回の調査

2．各クラブのメディカル体制

各クラブのメディカル体制の課題第4章
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課題であり、UNIVASが希求する安全安心なスポーツ環境を構築する第一歩である』と明記している。

一方で、今回のアンケート結果によると、「ない」と回答したクラブは45.0％、「わからない」と答えた

クラブは5.0％で、EAPを作成しているクラブは半分であることが分かる。また、EAPに記載すべき内

容である「地図」、「医療機関の連絡先」を含めていない、または「定期的なリハーサル」を実施してい

ない実態も把握できた。スポーツ現場に大きな負担をかけずに、EAPを作成し、EAPに沿って、定期

的にリハーサルを実施できる体制が必要である。

また、スポーツを安全に実施するために必要な書類管理についても質問をした。アンケートでは昨年

と同様に、①シーズン前健康診断書の提出、②健康状態自己申告書、③クラブへの活動参加同意書、④

緊急連絡先などの選手情報の管理について、書類や管理の有無を質問した。このような書類を管理して

いないクラブの参考になるようなテンプレートの提供などのサポートも、今後は必要になると考える。

AEDやスパインボード、暑さ指数を測定する機器など3つのH（Heart:心停止／突然死・Heat:熱中症・

Head:頭部外傷）に関連する備品については改善が見られた。そのような中、スポーツ中の熱射病の疑

いがある場合に、深部体温を下げるために不可欠な氷やアイスバスの準備については、昨年の調査では、

回答した全てのクラブで用意されていたが、今回の調査では10.0％のクラブが備えていなかった。また、

「深部体温を迅速に冷却するのに必要な備品を備えていない」と回答したクラブに対して、その代替案

を尋ねたところ、「頚動脈冷却」、「氷を使う」という回答が挙げられた。労作性熱射病の疑いがある場

合の深部体温を下げることの重要性やその方法について、定期的に周知を図りたい。3つのHに関連す

る備品については、練習や試合会場で備えておくことが大切であり、今後は何らかのサポートが必要で

ある。

備品だけでなく、学生へのスポーツの安全に関する教育プログラムの提供にも課題があった。今回のアン

ケートでも、①外傷・障害・疾病などの予防プログラム、②メンタルヘルスの教育、③栄養の教育、④スポー

ツ重大事故・死亡事故を予防するための教育プログラム、⑤新型コロナウイルス感染症に関する教育プログ

ラムについて質問をした。外傷・障害・疾病などの予防プログラム、メンタルヘルス、そして栄養に関する

教育プログラムを提供するクラブは増加したが、スポーツ重大事故・死亡事故の予防と新型コロナウイルス

等の感染症に関連する教育プログラムを提供するクラブは減少した。学生が変わる大学スポーツでは特に、

定期的に教育プログラムを提供することは重要で、少なくとも1年に1回は教育プログラムを提供し、学生

に学ぶ機会を提供し続ける必要がある。UNIVASでは今後、安全安心ガイドラインだけでなく、学生に対す

るスポーツの安全に関する教育プログラムの提供や学生自身が個々の体調を把握し、監督やコーチ、メディ

カルスタッフに日々報告できるような体制の構築をサポートしたい。
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新型コロナウイルス感染症対策としての「UNIVAS大学スポーツ活動再開ガイドライン」にも明記

している通り、各クラブ内の感染予防対策の責任者や対策を実行する担当者は、大学との連絡係の役割

を果たす。感染症対策として日常的な健康観察を行い、行動記録やワクチン接種状況なども保管する。

2020年12月末まで無償で提供されていたONE…TAP…SPORTSの体調チェック機能では、個々の学生が

毎日6項目について回答入力をしていたが、2021年4月15日からUNIVASの加盟大学・競技団体所属

の運動部に無償提供が開始されたONE…TAP…SPORTS…for…UNIVASでは、8項目の情報管理が可能に

なった。クラブ指導者等の責任者がこの情報をスポーツ活動への参加の可否判断に用いたり、必要に応

じて大学に提出できるような体制が整っている。

新型コロナウイルス感染症対策として第5章
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ONE…TAP…SPORTS…for…UNIVASやGoogle…Formのようなオンラインツールや、大学指定あるい

はクラブが独自に作成した健康観察記録を用いての日常的な健康観察は、感染対策として重要であ

る。

また、管理者は、以下の画面から学生の健康状態を一覧で確認することが可能である。

ONE…TAP…SPORTS…for…UNIVASでは、学生は以下の手順で8項目の健康状態を入力することが可

能である。
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将来に向けて第6章

昨年と比較して今回の調査では、外傷・障害を報告する調査に参加したクラブ数も、報告された外傷・

障害も、そしてメディカル体制の現状を把握するためのアンケートの回答数も増加したが、UNIVAS

に加入しているクラブ全体の現状を把握したとまでは言えないのが現状である。昨年と同じになるが、

大学（スポーツ統括部局）としての取り組みと各クラブとしての取り組みに分け、それぞれの事故予防

体制、緊急対応体制、そして事後対応体制について言及する。

A） 大学（スポーツ統括部局）としての取り組み

安全安心ガイドラインでは、大学スポーツ統括部局を中心に全クラブで統一的にスポーツ事故等へ

の対応をするために事故予防体制、緊急対応体制、そして事後対応体制の構築を求めている。

I．事故予防体制

事故予防体制として、大学スポーツ統括事務局としての取り組みの目的は、可能な限り予測で

きる外傷・障害・疾病とその重症化の予防である。実際には、スポーツ中に発生し得る外傷・障

害・疾病の予測と準備であり、特に3つのHと呼ばれる心停止（突然死）・熱中症・頭部外傷に

対する対策が必要となる。また3つのHのようなスポーツにおける重大事故だけでなく、捻挫や

打撲のようなスポーツ外傷・障害に対する取り組みも必要になる。

スポーツ中に発生し得る外傷・障害・疾病の予測には、過去のスポーツ中に起こった外傷・障

害・疾病を知ることと個々の学生の潜在リスクの把握が不可欠である。

過去のスポーツ中に起こった外傷・障害・疾病を知るには、UNIVASが2020年に発行した「保

険データにみる大学スポーツ事故の傾向」や海外の大学スポーツ事故の傾向を報告している調査、

また大学スポーツ以外のスポーツ現場での調査を参考にできる。このような調査を参考にする際

の注意点はいくつかあるが、その調査で報告されている外傷・障害の定義には特に注意を払いた

い。例えば、「保険データにみる大学スポーツ事故の傾向」で調査されている外傷・障害は、スポー

ツ保険の使用を報告されている外傷・障害であり、大学スポーツで起こったすべての外傷・障害

ではない。また、今回の調査で報告した外傷・障害は、「トレーニングや練習、試合などスポー

ツに参加した結果として起こった外傷、障害のうち、医療機関・大学内学生健康管理部門・大学

病院（ある場合）を受診したもの」と定義され、疾病については2021年度では対象外とした。

さらに、UNIVASに所属するすべてのクラブが今回の調査に参加しているわけではないため、

すべての「トレーニングや練習、試合などスポーツに参加した結果として起こった外傷、障害の
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うち、医療機関・大学内学生健康管理部門・大学病院（ある場合）を受診したもの」を網羅して

いない。大学スポーツの現場で起きている外傷・障害の実態を正確に把握し、統計白書でデータ

を共有できるよう、UNIVASとしても関係各所と連携していきたいと考える。

個々の学生の潜在リスクを知るためには、メディカルチェックの実施が不可欠である。安全安

心ガイドラインでは、スポーツ活動に伴う心臓突然死を未然に防ぐ対策として、平時に定期的な

心臓検診や心電図検査を受け、異常があれば専門医の精密診断を受けることを求めている。附属

病院を擁する大学では、大学スポーツ統括事務局が大学病院と連携して、すべての学生のメディ

カルチェックを実施することが可能な場合もあり、内科や整形外科に関する最低限のメディカル

チェックの項目を含めたテンプレートを大学スポーツ統括事務局が作成し、各クラブで実施する

よう指示できるケースも考えられる。重要なのは、すべての学生がメディカルチェックを受け、

潜在しているリスクを把握し、把握したリスクに対して対策を取ることである。

可能な限り予測できる外傷・障害・疾病とその重症化を予防するために、スポーツ中に発生し

得る外傷・障害・疾病を予測した後の準備が必要になる。具体的には、安全管理教育の機会確保、

保険の加入、そして安全な施設・設備・用具の維持と管理がある。脳しんとうや熱中症などの教

育を指導者だけでなく、学生に対して提供する機会を確保することが重要である。

脳しんとうの症状や体調管理については、学生本人が理解をし、適切な行動をとる必要がある。

また、体力トレーニングには、パフォーマンスの向上だけでなく、外傷・障害予防の効果も期待

されている。体力トレーニングの専門家であるストレングス＆コンディショニングコーチからの

指導や栄養・食事指導の専門家である栄養士・管理栄養士からの指導を学生が受けられる機会を

提供することも安全管理教育の機会確保である。

II．緊急対応体制

重症化の予防にもつながるスポーツ事故等が発生した際の緊急対応体制には、適切な連絡経路

の確保と緊急時対応プラン（EAP;…Emergency…Action…Plan）の策定がある。

適切な連絡経路の確保には、1）…大学スポーツにおける平常時連絡経路の確保、2）…重症ケース

を除くスポーツ外傷・障害・疾病発生時の連絡経路の確保、3）…重症のスポーツ外傷・障害・疾

病発生時の連絡経路の確保、4）…自然災害、人的災害時等の連絡経路の確保が含まれる。

新型コロナウイルス感染症対策としての「UNIVAS大学スポーツ活動再開ガイドライン」に

も示しているが、大学スポーツを統括する立場である大学あるいはスポーツ統括部局は、体調不

良者や濃厚接触者等が出た場合の対応手順をしっかりと明示する必要がある。適切な連絡経路は、

学生および家族などの緊急連絡先が代表的なものになるが、大学スポーツ活動における新型コロ
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ナウイルス感染症対策の担当者や保健所などの外部機関の連絡経路も事前に確保しておく。また、

スポーツ統括部局は、各クラブに対して感染者および濃厚接触者等が出た場合の連絡体制の確立

を求めたい。感染者および濃厚接触者等の当該学生の情報を迅速に把握し、クラブ内の連絡体制

およびクラブと大学との連絡体制の構築も促す必要がある。

緊急時対応プラン（EAP）の目的は、医療機関への迅速な搬送である。医療機関へ迅速に搬

送するためには、緊急事態が起こった際にそれを緊急と判断し、適切な対応を実施し、事前に搬

送方法と経路を確保する必要がある。特にスポーツ統括部局としては、全クラブで統一的にス

ポーツ事故への対応を行う緊急対応体制を構築するために、スポーツ重大事故の大半を占める3

つのHへの対応を徹底することが必要とされる。緊急時対応プランは、作成しただけでは医療機

関への迅速な搬送は難しい。想定される緊急事態に対応できるかを検証し、教育するためにはシ

ミュレーション訓練が必要である。試合時などは実際にその対応に当たるスタッフで当日打ち合

わせ（試合開始前にEAPを基に緊急時に取るべき行動を各チームの監督・コーチ・トレーナー・

医師などの関係者と情報を共有する打合せ）を実施する。

EAPの構成要素には、1）…発生を予測し得る外傷・障害・疾病に対する未然の予防、2）…3つの

Hへの対策、3）…周到な準備と重大事故への迅速な対応、4）…事故発生の救命措置、5）…救急搬送記

録の実施が含まれる。また、EAPを作成し、実行することによって不要な救急要請の削減にも

繋がる。スポーツ大会の開催が原因となる地域救急医療のひっ迫を回避するためには、EAPを

作成し、実行に必要な医療機関の事前確認と医療機関への搬送方法の確保が求められる。

　EAPには、分かりやすい地図を載せ、AEDなどの救護に使用する応急手当資器材の場所や救

急車の搬入経路を示す。スポーツ統括部局は緊急時に学生を医療機関へ迅速に搬送できるよう、

全クラブへ練習会場や試合会場のEAPの作成を促し、シミュレーション訓練の実施をサポート

する。

III．事後対応体制

事後対応体制には、事故の当事者（学生、保護者）への対応と再発防止策を構築するための事

故情報の集約・検証と、UNIVASの加盟大学とそれらを共有できる体制が含まれる。

　スポーツ統括部局として、当事者への対応で特に重要なことのひとつに、脳しんとうを受傷し

た学生へのサポートが挙げられる。本格的な競技への復帰を慎重にするために、段階的な競技復

帰計画を競技特性に合わせて作成することが推奨される。段階的な競技復帰だけでなく、学業へ

の復帰をサポートすることの重要性も注目されている。脳しんとうを受傷した学生の学業復帰に

は大学の教職員の理解と協力が必須であり、読書や板書などが負担になる場合は、課題や試験の

調整も必要になる。UNIVASは発足当初から、学業充実の事業にも注力している。脳しんとうを
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受傷した学生の段階的な学業復帰も今後支援していきたい。

B） 各クラブとしての取り組み

　各クラブとして安全管理体制を構築するためには、大学のスポーツ統括部局と連携しながら、競技

特性を考慮した上で安全安心ガイドラインに基づく取り組みを行う。

I．事故予防体制

　各クラブでの事故予防体制には、1）…クラブ指導者やスタッフ、学生に対する定期的な情報共

有の仕組みづくり、2）学生の保険加入、3）練習や試合会場となる施設側との施設・設備の安全

管理状況の確認、4）メディカルチェックの実施がある。また、日常的な体調管理を実施し、学

生の体調に合った指導をする必要がある。スポーツドクターや理学療法士、治療家、アスレティッ

クトレーナー、ストレングス＆コンディショニングコーチ、そして栄養士・管理栄養士などの専

門家とクラブ指導者による体調管理体制を整えることも重要だが、学生自身による自己体調管理

は、外傷・障害予防の観点だけでなく、大学スポーツを通じて「卓越した人材を輩出する」とい

うUNIVASの理念を体現する意味でも、重要な取り組みの１つといえる。

II．緊急対応体制

　スポーツ事故等が発生した場合に迅速に対応するための緊急対応体制を各クラブで整える必要

がある。練習や試合、そしてトレーニングの会場でEAPをしっかりと整備し、試合会場では、

相手クラブや大会運営関係者などと連携して対応する。また、脳しんとうの教育などを学生に対

して定期的に行う際には、情報を共有するだけでなく、脳しんとうの疑いがある学生が、疑われ

る症状の有無を指導者やチームメイトに報告できる環境を各クラブで整える必要がある。

　また、競技大会の会場となる施設に到着したら、EAPを基に緊急時の連絡経路、救護資器材

の設置場所と使用法、医療機関への緊急搬送経路、医療機関の受診を必要としない場合の対応、

救急車等の会場施設内の誘導経路を当日打ち合わせで確認する。当日打ち合わせに参加した代表

者は、打ち合わせ終了後にクラブ内で情報を共有し、「救急車を呼んだ時にやること・すること！」

に示されている役割分担について確認することが大切である。

…

　スポーツ中に起こる外傷・障害はすべてが救急車を要請するレベルではなく、自力での病院受

診や応急手当で済む場合も多い。今回の調査では、スポーツ外傷・障害は、「トレーニングや練習、

試合などスポーツに参加した結果として起こった外傷・障害のうち、医療機関や大学内学生健康

管理部門・大学病院（ある場合）を受診したもの」と定義しているため、スポーツ中に起きた救

急車要請レベルや病院受診レベルの外傷・障害は含まれているが、応急手当のみの外傷・障害は

対象ではない。例えば、数日間、練習や試合に参加できないレベルの外傷・障害だったにも関わ

らず、医師の診察を受けなかった外傷・障害は今回の調査には含まれていない。
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　歩行可能な擦り傷や打撲などの応急手当レベルのスポーツ外傷・障害に対する手当の方法につ

いても指導者だけでなく、学生にも教育機会を与えることが望まれる。

III．事後対応体制

各クラブにおける事後対応体制には、受傷した学生とその保護者への対応および外傷・障害集

計システムが含まれる。

受傷した学生とその保護者への対応では、安全で迅速な学業と競技への復帰をサポートする体

制構築がとても重要である。各クラブにおけるチームドクターやアスレティックトレーナーなど

の専門家のサポートだけでなく、大学病院や地域の医療機関などと連携を取る。また、競技復帰

に近い段階では、主にアスレティックトレーナーやストレングス＆コンディショニングコーチが

協力して、受傷した学生が再受傷しないようサポートする必要がある。スポーツ外傷・障害の受

傷機転には、個別の要因が関係しているため、受傷した学生の状態に合わせて再発のリスクを低

減させる個別のアプローチが求められる。また、今回の調査では、再受傷についての明確な定義

がなかったため、記入者の判断に委ねられるケースがあった。明確な定義づけによって報告をす

ることも重要である。

　スポーツの重大事故だけでなく、医療機関の受診が必要となる外傷・障害がどれくらい大学ス

ポーツの現場で起こったのか、現状を把握し、UNIVASに所属する他のクラブと共に、より安全

な大学スポーツの環境を整えられるよう、引き続きスポーツ外傷・障害情報調査への参加を望む。

多くのクラブがスポーツ外傷・障害の情報を入力することによって、より効果的な安全対策や予

防策を開発することができ、各クラブは競技力向上に専念できる。
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