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A） 安⼼安全にプレーしてもらうために

• プレー中に発⽣しやすい事故やケガ、その対応⽅法など、安⼼安全にプレーしてもらうために必要な知識を広め、より
よいプレー環境づくりを推進する。



1. 軽度の負傷の場合は、その場から安全なフィールド外に連れていく。軽度の負傷とは、軽度の打撲やすり傷など簡単
な処置後、直ちにプレーに復帰できるものをいう。

2. 軽度の負傷でないと判断した場合、⼤会であれば本部救護スタッフに連絡、⼤会以外では今回知りえた情報で対応
するか、救急相談センター（＃７ １１９）に相談する。必要であれば救急⾞を要請し負傷者に２次的被害が出ない
ようにする。

A） 安⼼安全にプレーしてもらうために
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B） アルティメットに発⽣しやすいケガとその対応について

• 肩関節脱⾅
• 腱板損傷
• ⼤腿部の⾁離れ
• 膝関節捻挫（靱帯損傷）
• ⾜関節捻挫（靱帯損傷）
• 内臓損傷（外傷性気胸・各種内臓損傷）

アルティメットに関する傷害報告¹⁾²⁾³⁾ によると下肢のケガ
が多く、次いで上肢のケガが多いとされる。

下肢のケガ：⼤腿部の⾁離れ、膝・⾜関節捻挫など
上肢のケガ：肩関節脱⾅、腱板損傷など

１）Akinbola, M., Logerstedt, D., Hunter-Giordano, A., & Snyder-Mackler, L. (2015). Ultimate frisbee injuries in a collegiate setting. International journal of sports physical therapy, 10(1), 75.
２）Fajardo Pulido, D., & Lystad, R. P. (2020). Epidemiology of Injuries in Ultimate (Frisbee): A Systematic Review. Sports (Basel, Switzerland), 8(12), 168. https://doi.org/10.3390/sports8120168
３）Pang, F. O., Man, G. C., Ling, S. K., & Yung, P. S. (2021). Injury epidemiology of Ultimate Frisbee in Hong Kong. Asia-Pacific journal of sports medicine, arthroscopy, rehabilitation and technology,

26, 27–31. https://doi.org/10.1016/j.asmart.2021.07.006

https://doi.org/10.3390/sports8120168


B） アルティメットに発⽣しやすいケガとその対応について

① 肩関節脱⾅
② 腱板損傷

肩のケガ

アルティメットで発⽣する肩のケガは、右絵のようにディスクを
キャッチしようとダイブをして肩から衝いたり、⼿を衝いたりした
際に発⽣しやすい。

CHECK！
脱⾅、腱板損傷の可能性があるのでプレー中断。

□ ボコッという外れる⾳がしたと⾔っている
□⾃⼒で腕が上がらない
□痛みが強くて腕が振れない

ダイビングキャッチ（横向き）

ダイビングキャッチ（肩から落下）



B） アルティメットに発⽣しやすいケガとその対応について

✓肩関節の固定（動かさないようにする）
✓脱⾅の場合は救急⾞の要請（⼤会時は
本部救護スタッフへ連絡）

肩のケガの場合の対応

腕が動くと肩に強い痛みを感じるときや、脱⾅してい
るが三⾓⼱などがない時は右絵のように、三⾓⼱の
代わりにユニホームを腕に巻いて初期対応を⾏う。
脱⾅が疑われる場合は右絵の状態で救急隊の到着
を待つ。

POINT！



B） アルティメットに発⽣しやすいケガとその対応について

① 打撲
② ⾁離れ

太もものケガ

打撲は太ももの前に相⼿の膝が⼊った時など。
⾁離れはダッシュ時や、スローで⼤きく踏み込んだ時に太もも
の裏（ハムストリングス）で発⽣しやすい。

CHECK！
⾁離れの疑いがあるのでプレー中断。

□太ももにピキッと鋭い痛みが⾛った
□痛くてダッシュができない、⼒が⼊らない
□痛くて屈伸ができない、⼒が⼊らない

ダッシュ時の⾁離れ



B） アルティメットに発⽣しやすいケガとその対応について

✓⾜の挙上⾓度を確認する（SLRテスト）
✓⾁離れが疑われる場合はプレーを中断させ、
患部を伸ばさないように受傷者に指⽰する

太もものケガの場合の対応

右絵のように、ケガをした⽅の脚を、膝を伸ばしたまま
ゆっくり上げていく。
怪我してない脚と⽐較して同じ⾓度まで上がらない場
合は⾁離れの疑いがある。
30°未満の場合は重度の⾁離れである。

POINT！

90°45°

0°

※脚の挙上⾓度は筋⾁の硬さで個⼈差があるため、
必ずケガをしていない⽅の脚と⽐較する。

SLRテスト



B） アルティメットに発⽣しやすいケガとその対応について

① 膝関節捻挫（靱帯損傷）

膝のケガ

アルティメットでは内側側副靱帯と前⼗字靭帯の損傷が多い。
ジャンプ後の着地で損傷することが多い。（膝が伸びたまま着
地、着地時にバランスを崩す等）
⾜が地⾯についたまま上半⾝を捻って損傷することも多い。
そのままプレーを続けると、更に半⽉板も損傷する恐れがある。

CHECK！
重度の膝関節のケガ（靱帯断裂、半⽉板損傷）の
可能性があるのでプレー中断。

□膝が「ゴリッ」や「バキッ」となったと⾔っている
□膝に⼒が⼊らず、「ガクンッ」となる
□痛みで膝が曲がらない、伸びない

着地時に膝を捻って損傷

⽅向転換で膝を捻って損傷



B） アルティメットに発⽣しやすいケガとその対応について

✓膝関節の固定

膝のケガの場合の対応

右絵のように膝を軽く曲げて、伸縮包帯などで
固定する。
松葉杖がない場合はゆっくりかかとから着地し
て歩くように指⽰する。

POINT！



B） アルティメットに発⽣しやすいケガとその対応について

① ⾜関節捻挫（靱帯損傷）

⾜⾸のケガ

外側にある靱帯が損傷しやすい。
主に前距腓靭帯の損傷が最も多い。
急なダッシュ、切り返し、ジャンプ着地時に起きやすい。

CHECK！
重度の⾜関節のケガ（⾻折なども含む）の可能
性があるのでプレー中断。

□⾜⾸が「バキッ」となったと⾔っている
□痛みで地⾯に⾜がつけない

⾜⾸を内側に捻って外側の靱帯を損傷



B） アルティメットに発⽣しやすいケガとその対応について

✓屈伸、ダッシュ、⽚⾜ジャンプの確認

⾜⾸のケガの場合の対応

３つのどれかができない場合、プレーが困難と判断で
きる。
すべてできる場合は⼀旦プレー可能と考えられるが、
プレー復帰後に「ふんばれていない」「もう⼀度捻る」な
どが⾒られる場合はプレーを中断させる。

POINT！

屈伸 ⽚⾜ジャンプダッシュ



B） アルティメットに発⽣しやすいケガとその対応について

① 外傷性気胸
② 各種内臓損傷（肺、⼼臓、腎臓など）

内臓損傷

外傷性気胸は肋⾻⾻折に合併して発⽣する。
胸部に強い衝撃（ダイブで固い地⾯に胸から激しく落ちた、
相⼿が胸の上に落ちたなど）が加わった後、咳や呼吸困難、
胸痛があれば気胸を疑う。
腰や背中の強い打撲（転んだところを誤って蹴られた、腰か
ら地⾯に落ちたなど）により、腎臓、脾臓などの内臓が損傷
することもある。
いずれも医師の処置が必要なため、すぐに救急搬送しなけれ
ばならない。
救急隊到着までの間、選⼿を安全な場所で安静にさせ、経
過を観察する。
数時間後に症状が表れ始めることもあるので、試合終了後
も経過の観察をおこなう。

CHECK！
胸、背中、腰を強打した後に以下のような症状があれ
ば内臓損傷の可能性があるので救急⾞を要請する。
□意識が薄れる、意識がない
□嘔吐・うずくまるような腹痛
□顔が⻘ざめる
□呼吸困難・激しい胸の痛み
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C） 頭部外傷について

頭部外傷・・・プレイヤーや地⾯などとの接触によって頭部に衝撃が加わることで⽣じるケガを指す。

頭蓋⾻⾻折 外傷性脳内⾎腫
急性硬膜下⾎腫など 脳震盪

⾻が折れていれば… 頭蓋内で出⾎があれば… 脳の機能不全があれば…

頭部への衝撃

＊合併して発症している場合もある。

＊鞭打ちのようになり、頭部以外の接触で脳に衝撃が伝達する場合もある。



C） 頭部外傷について

① 脳震盪より重度のケガ（⾻折や頭蓋内⾎腫など）の可能性に留意する。

② 意識消失（⼀時的に気を失う、⽬の前が⽩くなる、⽕花が散ったような感覚など）がない場合でも脳震盪を発症する。

③ 脳震盪に「軽度」はなく、すべて深刻な傷害と考える。

④ なんらかの症状がある状態でプレーに参加することは禁じられている。

⑤ 頭部への衝撃が再度加わった場合は重篤化する可能性が⾼い。

⑥ プレーの中断は、重篤化を防ぎ、命を守る⾏為である。

⑦ 脳震盪が原因で死亡することがある。

頭部外傷発⽣時の重要事項



C） 頭部外傷について

• 放⼼状態 / ぼんやりする / 表情がうつろ

• 地⾯に横たわって動かない / 起き上がるのに時間がかかる

• ⾜元がふらつく / バランス障害または転倒 / 協調運動障害

• 意識消失 / 無反応

受傷後に以下の兆候、または、症状のいずれかが認められたら、そのプレイヤーは脳振盪の疑いがあるとみなされ、ただちにプレー
を⽌めさせなければならない。

• 混乱 / プレーや起きたことを認識していない

• 頭をかかえる / つかむ

• 痙攣

• より感情的になる / ふだんよりイライラしている

CHECK！

脳震盪の症状（周りの⼈が気付けること）



C） 頭部外傷について

• 頭痛 / “頭が圧迫される感覚”

• めまい

• 意識混濁 / 混乱 / 動きが鈍くなったような感じがする

• 視覚障害

以下のうち⼀つ、またはそれ以上の兆候や症状があれば、脳震盪の可能性がある。

• 吐き気 / 嘔吐感

• 疲労

• 眠気 / “霧の中”にいる感じ / 集中できない

• 光や⾳に過敏

CHECK！

脳震盪の症状（本⼈が訴えること）



C） 頭部外傷について

• 痙攣が起こる。

• ⼿⾜に⼒が⼊りにくくなる。

• しっかり⽴てなくなる。話す⾔葉が不明瞭になる。

• ⾸の痛みが続く、または増してくる。（特に⼩学⽣の場合）

• 頭痛が強くなる。

• 眠気が強くなる、⽬覚めた状態でいられなくなる。

• 周りにいる⼈や⾃分が今いる場所がわからなくなる。

• 嘔吐を繰り返す。

• いつもと違う、混乱している、イライラしている様⼦がみられる。

「脳振盪が疑われる場合」に、受傷後24 時間〜48 時間までに問題が起こりえるので、脳振盪が疑われた選⼿はその⽇は⼀

⼈にしないようにし、次の症状があればすぐに病院に連れて⾏く。

脳震盪が疑われる場合の経過観察と対応

CHECK！

症状が悪化傾向の場合、脳震盪より重度
の怪我の可能性が考えられる。
症状が悪くなるようなら迷わず脳神経外科
を受診して画像診断を受ける。



C） 頭部外傷について

1. 意識を失った

2. 頭痛（プレーを続けることができない程度）

3. 嘔吐した

4. ぼんやりしている

5. 霧の中にいる感じ

6. 不適切なプレーをする

7. ふらつく

8. 反応が遅い

9. 感情の変化（興奮状態、怒りやすい、神経質、不安）

以下のうちどれか⼀つ以上に当てはまる場合はプレーを中断させること。

10. 以下の質問に正しく答えられない。

□⾃分のチーム名を⾔いなさい。

□今⽇は何⽉何⽇ですか？

□ ここはどこの競技場ですか？

□今は、前半と後半のどちらですか？

11. バランステストの結果が規定以下。

（詳細は次⾴）

グラウンドサイドでの確認事項
CHECK！



C） 頭部外傷について

「利き⾜を前、反対の⾜を後ろ。かかととつま先をくっつけて、⼀直線状に⽴ってください。

膝を伸ばして、両⾜に体重を均等にかけ、⼿を腰に。眼を閉じて 20 秒間じっと⽴っていてください。

もしバランスを崩したら、眼を開けて元の姿勢にもどして、また、眼を閉じて続けてください。」

20 秒間で、6 回以上バランスを崩したら （下記のようなことがおこったら）退場。
□⼿が腰から離れる
□眼をあける
□ よろめく
□５秒以上、元の姿勢にもどれない。（＊これに当てはまった時点で退場）

事前にチーム全体でバランスチェックのやり⽅
を確認しておくと良い。
もともと苦⼿な⼈はスコアを記録しておくと、
より正確な判断が可能になる。
本⼈は興奮している場合があるので、
対応者が⼿本を⾒せるようにする。

グラウンドサイドでの確認事項

CHECK！





頸椎損傷

強い外⼒が加わって起こる頸椎（⾸の⾻）の⾻折や、それに伴う頚髄（⾸を通る神経の束）の損傷。頸部の痛
みや⾸より下のしびれ、⿇痺などの症状が起きる。

例）ダイブの際に体制が崩れて頭から落ち、⾸に
⼤きな負荷がかかった。
倒れたまま声をかけると「意識がはっきりしない」⼜
は「⼒が⼊らない」「⼿がしびれる」などの訴えがあ
る。

救護スタッフや救急隊が来るまで受
傷者を⼀切動かさない。

すぐに本部救護または119番に連絡

頸椎損傷の対処⽅法

POINT！
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D） 熱中症について

• 熱失神：暑熱環境で⻑時間⽴っているとフラフラして⽴っていられなくなる。

• 熱けいれん：暑熱環境で⼤量に発汗し、電解質が失われて筋⾁のけいれん（筋⾁がつる）を引き起こす。

• 熱疲労：脱⽔による倦怠感、吐き気、嘔吐、頭痛、めまいなどの症状。

• 熱射病：体温が40度以上に上昇し、脳機能に異常をきたし、多臓器不全を引き起こす重篤な状態。意識を
失ってしまうこともある。



D） 熱中症について

1. 涼しいところに寝かせる（⾜を⾼くする）
2. 体を冷やす

3. ⽔分・電解質補給（経⼝補⽔液）
4. 体を締め付けるようなものは取り除く

ユニフォームの上からでもいいので全⾝に⽔をかけて⾵にあてる。
（うちわで扇ぐ、⼆⼈組で服やレジャーシートで扇ぐ）
脇の下や⿏径部に氷を充てるよりも、ジャグに氷と⽔を⼊れて
全⾝に少しずつ掛けるほうが早く体温を下げられる。
冷やした経⼝補⽔液を飲ませる。

⼀刻も早く体温を下げ、脱⽔状態を回復させる。
⾎液の循環が悪くなっているので、⾜を⾼くして寝かせる、締め付けるものを取り除くなどして循環を助ける。

意識がない場合はすぐに119番。
⾃⼒で⽔分摂取ができない場合は病院に搬送して点滴を受けさせる。
医療機関に引き継ぐまで上記１〜４をできる限り続ける。

熱中症発⽣時の対応

POINT！



D） 熱中症について

・事前の体調管理・・・寝不⾜、⼆⽇酔い、⾷欲不振、⽉経、疲労などに注意する。

・⽔分摂取・・・しっかり冷やしたドリンクと経⼝補⽔液を⽤意し、こまめな摂取を促す。

・休憩・・・休憩中にしっかり体温を下げる。

熱中症の予防
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E） 緊急時の対応例とよくある質問について

インジャリーコールがおきた場合、対応者はどうすればいいですか？Q1

A1 ① チームに関係なく傷病者の近くにいる今回の受講者が確認に⾏きましょう。

② 明らかな⼤ケガ、意識不明などの緊急事態の場合は、今回の受講者や有識者の指⽰で救急⾞の要請を
最優先に⾏ってください。

③ 同時に他の⼈が、近くにいる本部スタッフ⼜は⼤会で提⽰された緊急時連絡先まで速やかに報告してください。

④ 緊急性がないケガで救護スタッフの処置を必要とする場合（脚をケガしてすぐに⽴てない、頭を強く打
ち脳震盪の疑いがある、熱中症のような症状が出ている等）は③同様すぐに⼤会本部まで報告してくださ
い。

⼤会時のみ



E） 緊急時の対応例とよくある質問について

救急⾞に傷病者を乗せる時に付き添いは必要でしょうか？Q2

A2 ２０歳以上の⽅が１名付き添うことをお勧めします。
その際は傷病者の保険証や荷物を持って⾏ってあげてください。

付き添いの⽅は傷病者の状況をチームメイトや保護者に連絡してあげましょう。



チームでの合宿先で膝を捻り歩くのもつらいです…。どうしたらいいでしょうか？Q3

A3 ⼀⼈で歩けない場合はチームメイトが⾃家⽤⾞やタクシーで近隣の整形外科まで連れて⾏ってあげましょう。
病院で診察を受け、固定の処置をしてもらいましょう。
松葉杖の貸し出しが可能か病院に相談してみてください。

合宿先で受診し、総合病院、⼤学病院などでMRI撮影が必要と診断された場合は、
傷病者⾃宅近くの病院へ紹介状を書いてもらうと良いでしょう。

⽴てない、病院に連れていく⼿段がない場合は救急⾞を要請してください。
歩ける場合は緊急ではないので後⽇⾃宅近くの病院を受診しましょう。

E） 緊急時の対応例とよくある質問について



傷病者を動かしていいかどうかの判断がわからないです…。Q4

A4傷病者が⾃分から動けない時は、動かさない、触らないでください。
（肘や膝が胸に強打し⼼肺蘇⽣が必要な場合は別です。）

傷病者⾃⾝で⼿⾜を動かせて、⼒が⼊る時は、起き上がるのを補助してあげましょう。

判断が難しい時は⼆次的被害（動かしたことによる脊髄損傷などの重症化）を防ぐため、練習やゲームを
中断し、傷病者をその場から動かさずに救急⾞を待つ選択を取るようチームに促しましょう。

E） 緊急時の対応例とよくある質問について



フィールドにおける安全確保の講義は以上です。

この後、確認テストがあります。

はじめに問題が出て、数秒後に答えが出ます。



問題１
負傷者が発⽣し、どう対応していいかわからない場合に相談する
救急相談センターの番号はどれか？１つ選んでください。

①＃７ １１９

②＃０ １１９

③＃７ １１０



正解

①＃７ １１９



問題２
胸、背中、腰を強打した場合、救急⾞を要請する必要がある症状
を２つ選んでください。

①嘔吐・うずくまるような腹痛

②強打した部分をストレッチすると伸びている感じがする

③顔が⻘ざめる・冷や汗をかいている



正解

①嘔吐・うずくまるような腹痛

③顔が⻘ざめる・冷や汗をかいている



問題３
脳震盪の症状で周りが気を付ける症状を２つ選んでください。

①放⼼状態 / ぼんやりする / 表情がうつろ

②より感情的になる / ふだんよりイライラしている

③プレーの精度が下がっている / ⾛⼒が落ちている



正解

①放⼼状態 / ぼんやりする / 表情がうつろ

②より感情的になる / ふだんよりイライラしている



問題４
脳震盪疑いがありバランステストを⾏う際、正しい秒数と回数を１つ
選んでください。

①２０秒で３回バランスを崩すと退場

②１０秒で３回バランスを崩すと退場

③２０秒で６回バランスを崩すと退場



正解

③２０秒で６回バランスを崩すと退場



問題５
熱中症について正しい選択を１つ選んでください。

①⽔しかないが氷で冷やして摂取させ体温を下げるサポートをした。

②頭痛がするが、夏場の試合に向けて⽔分を最⼩限にして気合い
で乗り越える練習をした。

③⾃分は⼤丈夫だがチームメイトの為に、経⼝補⽔液をカバンに常
備している。



正解

③⾃分は⼤丈夫だがチームメイトの為に、
経⼝補⽔液をカバンに常備している。



確認テストは以上となります。

お疲れ様でした。


