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2018年 12月 24日発行 

ASJアクシデントレポート vol.2018-2 

～事故事例編～ 

 

 一般社団法人 ATHLETE SAVE JAPAN（ASJ）では、今年 1月下旬から、報道の中から、スポ

ーツ中に発生した事故事例を 31件見つけ、ASJアクシデントケースに集約してきました。 

 ASJ が見つけた報道がすべてというわけではありませんが、以下その概要を報告します。 

 

１．事故発生競技 

 31件の事故事例の競技のうち、水泳（海水浴を含む）・シュノーケル中の事故を合計する

と 8件と、水の事故の発生件数が高いことがわかります。また、野球中の事故も 4件あり、

比較的高い事故発生率を示しています。 

 

２．被害者の年代・属性  

 事故の被害者の年代は、中学生・高校生が 11件と最も高い割合を示しています。 

 また、被害にあった者は、ほとんどが選手・競技者（29 件）ですが、中には観客や指導

者が被害に遭うケースも含まれています。 
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３．被害状況 

 被害状況は、死亡事故が 13件と最も多く起きています。また、2018年の夏は、非常に気

温が高く、スポーツ中・観戦中の熱中症が多く発生し、社会的にも大きく報道されました。

脊髄損傷（2件）、上肢切断（1件）という重篤な後遺障害を負う事例も生じています。 

 

４．事故態様 

 事故態様は、プール・溺水事故が 7 件と最も多く発生しており、うち 5 件が死亡につな

がっています。また、熱中症事故（6 件）、衝突事故（4 件）、心臓突然死（3 件）は、特定

の競技にかかわらず、横断的に発生していました。 
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５．考察 

 日本では、競技を問わず、スポーツ中の事故が発生していることがわかります【事故発

生競技】。また、スポーツ活動は、その性質としてある程度の危険を伴うため、スポーツ中

に事故が発生した場合は、死亡や後遺障害といった重篤な結果が生じていることがわかり

ます【被害状況】 

 こうした事故に遭っている者は、プロや社会人といった高いレベルでスポーツを行うも

のに限らず、むしろ、中高生や小学生・大学生といった周りが保護すべき年代でも多くの

事故に遭っていることがわかります【年代別・続性別】。 

  

 他方で、事故態様を見てみると、多くの事故が発生しているプール・溺水事故（7件）、

熱中症事故（6件）、心臓突然死（3件）はもちろんのこと、打球事故（2件）・デッドボー

ル事故（1件）、飛込事故（1件）、頭部事故（1件）、頸部事故（1件）、ゴール転倒事故（1

件）などは、すべて日本では古くからスポーツ事故の事故態様として挙げられているもの

です。こうした典型的な事故態様であっても、日本では、スポーツ事故を完全に防止でき

ていないこともわかりました。 

 

 楽しんで行うスポーツの中で、悲しいスポーツ事故が生じないように、こうした事故態

様・事故原因を分析し、事故予防に努めることが重要だと思います。 

 

発行者 一般社団法人 ATHLETE SAVE JAPAN 
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2018 Case（事故事例） 一覧表 

ケース番号 競技 年代 属性 被害状況 事故態様 

18-001 不明 中学生 選手・競技者 傷害 ゴール転倒事故 

18-002 不明 小学生 選手・競技者 死亡 心臓突然死 

18-003 サッカー プロ 選手・競技者 死亡 心臓突然死 

18-004 バスケットボール プロ 選手・競技者 死亡 心臓突然死 

18-005 スキー 小学生 選手・競技者 死亡 衝突事故 

18-006 水泳 中高生 選手・競技者 不明 飛込事故 

18-007 ゴルフ 社会人 選手・競技者 死亡 転落事故 

18-008 マラソン 社会人 選手・競技者 熱中症 熱中症事故 

18-009 自転車 社会人 選手・競技者 顔面骨折 衝突事故 

18-010 水泳 乳幼児 選手・競技者 死亡 プール・溺水事故 

18-011 アメリカンフットボール 大学生 選手・競技者 不明 暴行 

18-012 ラグビー 中高生 選手・競技者 死亡 頭部事故 

18-013 レスリング 中高生 選手・競技者 脊髄損傷 頸部事故 

18-014 不明 中高生 選手・競技者 熱中症 熱中症事故 

18-015 野球 プロ 選手・競技者 傷害 打球事故 

18-016 野球 プロ 選手・競技者 傷害 打球事故 

18-017 自転車 社会人 選手・競技者 脊髄損傷 衝突事故 

18-018 水泳 中高生 選手・競技者 死亡 プール・溺水事故 

18-019 不明 社会人 指導者 死亡 過労死 

18-020 ソフトテニス 中高生 選手・競技者 熱中症 熱中症事故 

18-021 陸上 中高生 選手・競技者 熱中症 熱中症事故 

18-022 野球 中高生 観客 熱中症 熱中症事故 

18-023 ソフトボール 中高生 選手・競技者 熱中症 熱中症事故 

18-024 シュノーケル 社会人 選手・競技者 死亡 プール・溺水事故 

18-025 シュノーケル 社会人 選手・競技者 死亡 プール・溺水事故 

18-026 シュノーケル 社会人 選手・競技者 死亡 プール・溺水事故 

18-027 水泳 小学生 選手・競技者 意識不明 プール・溺水事故 

18-028 水上ボート 社会人 選手・競技者 上肢切断 衝突事故 

18-029 水泳 小学生 選手・競技者 意識不明 プール・溺水事故 

18-030 野球 中高生 選手・競技者 死亡 デッドボール事故 

18-031 馬術 大学生 選手・競技者 不明 馬による殴打 
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