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Overview 概要 

• The tragedy of fatal injuries to children within the 
Japanese judo community      
 日本柔道界の子供たちへの致命傷の悲劇 

• The process of judo coach education in Europe    
 ヨーロッパの柔道コーチ教育の過程 

• Whether lessons can be learned    
 教訓を学ぶことができるかどうか 

• Ethical training, assessment, regulation and monitoring of 
coaches 倫理研修、コーチの評価、規制やモニタリング 

• These practices in a cultural context   
 文化的な背景 
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Head Injuries in Sport  スポーツでの頭部外傷 

 

“Head injury is the most frequent 
direct cause of death in sport.” 

頭部外傷は、スポーツ中死亡事故の
最も多い原因である。 

 
(R C Cantu. Br J Sports Med 1996 30: 289-296)  R Cカントゥ。 BR Jスポーツ医学1996 30 ： 289-296 
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Second-impact Syndrome 
セカンドインパクト症候群 

• A rare and dangerous result of second concussion that 
happens when the brain is still healing from a previous 
concussion. 

• 脳がまだ前の脳震盪から回復してない時に、またもう一度脳に衝
撃を受けると危険な結果になります。 

• Causes dangerous brain swelling and bleeding that can 
cause death or permanent disability. It can occur even 
days to weeks after a first concussion is diagnosed  

• 死亡または永久的な障害を引き起こす可能性があり、危険な脳の
腫れや出血を引き起こします。最初の脳震盪を判断されてから数
週間後に脳へのダメージが表に出てくることもある。 
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Second-impact Syndrome 
セカンドインパクト症候群 

• May be preventable by removing concussed 
athletes from practice or play until their 
symptoms have gone away and the athlete is 
cleared by a health-care professional.  

• 最初の脳震盪を判断されてから数週間後に脳へのダメージ
が表に出てくることもあるので、医療専門家にしっかりと診て
もらい、脳震盪を判断されたら休ませることが、事故に対す
る予防になります。 

• Adolescent athletes seem to be the most at risk 
to develop second-impact syndrome.  

• 青春期の選手はセカンドインパクト症候群を発症するリスク
最も高い。 

• University of Washington Medicine ワシントン医科大学 
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Benjamin Sansone 

• Children, especially those between the ages of 15 and 
19, are the most likely to sustain these head injuries 

• 特に15〜 19歳の人は、頭部外傷になりやすい 

• Which is why education about the dangers of head 
injuries is so important 

• 頭部外傷の危険性に関する教育が非常に重要 

• Parents should learn all they can about this common 
childhood injury 

• 親はこの傷害について、できる限り学習する必要があり
ます 
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• Athletes under age 25 are especially vulnerable to “second-
impact syndrome,” according to Dr. James Kinderknecht, a 
sports medicine and shoulder service physician at the 
Hospital for Special Surgery in New York City.                 
ジェームズ・キンデネクト博士 によると、25歳以下の選手がセカンド
インパクト症候群を受けやすい 

• But there are ways to prevent a subsequent injury, including 
knowing the signs of concussion. These include headache, 
dizziness, irritability, mood changes, vomiting, changes in 
vision and hearing and difficulty following instructions.          
しかし、脳震盪（頭痛、めまい、神経過敏、気分の変化、嘔吐、視力
の変化を含む）などの怪我を防止するための方法がある        
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• If young athletes have any of these 
symptoms in the hours or days 
immediately after a head injury, their 
physical activity should be restricted 
until they're evaluated by a doctor. 

• 若い選手の頭部外傷後、数時間または
数日でこれらの症状のいずれかを感じ
た場合、医師の診断が不可欠であり、休
息する必要がある 
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Acute Subdural Hematoma in Judo Practitioners 
Report of Four Cases  

日本の学者によるセカンドインパクト症候群の研究 

• Kenichi NISHIMURA et al. 
• 1988 = 25 years ago! 
• Analysed 1776 cases of head 

injury Department of 
Neurosurgery, University of 
Tokyo Hospital 

• 122 were sports injuries 
• Of these, 20 occurred during 

judo practice 
• 4 of the 20 developed acute 

subdural hematoma 
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Acute Subdural Hematoma in Judo Practitioners 
Report of Four Cases 

• 1st case reported occurred…. 

• 18 July 1967 
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Mikihiro Mukai 向井幹博 

• “Until now, the judo world has tried to hide things they perceive will be 
disadvantageous to them. But this trend will worsen the situation, even 
if we have many discussions about instruction methods, if there is even 
a single case of death or severe injury, that method is inadequate. 

• 「今まで柔道界は、自分たちが不利になると認めるものを隠してきた。
死亡または重傷を負う場合でも単一のケースがあるかどうかが、この
傾向は、我々は指導方法についての多くの議論があっても、状況を悪
化させる、という方法が不十分である。 

• There may well be some unfortunate accidents, but we as judo 
instructors must work to eradicate such problems,”  

• そこにもいくつかの不幸な事故があったかもしれないが、私たち柔道
の指導員は、このような問題を根絶するために働かなければならない 

• (Budo magazine. August 2010)  武道の雑誌。 2010年8月 
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The purpose of judo 
柔道の目的 

• The purpose of judo is to 
benefit society.  

• 社会に貢献すること 
• Judo is an intellectual, 

moral and physical 
education 

• 文化・道徳・体育 
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Jigoro Kano 
嘉納治五郎師範 

• At school Jigoro Kano was the 
victim of bullying. 

• 嘉納治五郎師範も学校ではいじめ
の被害者だった。 

• He became determined to study 
ju-jitsu. 

• そこで師範は柔術を習うことに・・・ 
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Motivation behind judo 
柔道の背景にある動機 

• We can say that judo was developed 
from a determination to deal with 
bullying. 

•  いじめに対処しようとする嘉納師範の決意から発展的
に柔道が生まれた、と言ってもよい。 

• This work to deal with bullying is not 
yet finished. 

• いじめ対処の取り組みは未だに終わってはいない。 

• In this lecture I ask that you continue 
this work. 

• この講演を通じて、その取り組みを皆さんが続けていくこ
とをお願いしたい. 
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Behavioural Change 
行動の変革 

Change in organisational culture is only possible 
through: 組織的な文化を変革するためには、 

Leadership change リーダーシップの変革 

Education of new values 新たなる価値観の教育 

  

   をもって行う以外の方策はあり得ない。 
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Anti-Bullying Policies 
反いじめ（いじめ対策）の方策 

• Implement an anti-bullying policy 
• 反いじめ（いじめ対策）の方策を実施すること。 

• Link to a coaching license 
• 指導者ライセンスへの条件付け。 

• If coaches found to act outside the policy 
• 指導者による方策への逸脱行為が確認された場合には、 

• Removal of the coaching license 
• 指導者ライセンスのはく奪も・・・ 
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Coach Education 
指導者への教育 

• Requires a serious coach education structure. 
• 指導者教育の構造を真摯に検討する必要性 

– Supported by Government 政府による支援 

– Academically approved 学術的な裏付け 

– Re-validated annually 年ごとに再検証・見直し 

– Linked to a license to coach 指導者の資格認定とリンクさせる 

• AJJF should take the lead ahead of other sports 
  全日本柔道連盟は他のスポーツ競技に先駆けて、この取り組みをリードすべき。 
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Codes of Conduct and Ethics for Coaches 
コーチの倫理と行動規範 

• Responsibilities of a Coach include 
ensuring the welfare of their players. In 
order to help Coaches in doing this, the 
BJA require all new Coaches to understand 
and abide by the BJA Code of Conduct and 
Ethics. 

• 選手たちの保護責任とコー
チのサポートのため 
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 Documents & Policies          
冊子制作及びガイドライン   

• BJA Child Protection Policy, 
Procedures and Guidelines     

BJA 子ども保護政策、手続き、
ガイドライン 

• BJA SafeguardingToolkit      

BJA 子ども保護 
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British Judo Child Protection System 

• Principle  原則 

– Children and young people have a right to expect 
us to protect them from harm. By taking care to 
uphold these principles we can help to assure 
their welfare and development. 

–子どもや青少年は危害から保護される権利があ
る。彼らを怪我から守ることでこれらの原則を支
持する 
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• Responsibility  責任 

– British Judo recognises its responsibilities both 
morally and legally under current legislation (including 
the Children Acts 1989 and 2004 and the Protection of 
Children (Scotland) Act 2005) and will use our best 
efforts to promote good practice to protect children. 

– イギリス柔道は、現行法（1989年及び2004年子ども
法、2005年子ども保護〔スコットランド〕法を含む）に基
づき、道徳的かつ法的に責任を認め、子どもを保護
するための最善の努力をする。 
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Why the BJA protect children and vulnerable adults 
なぜBJAは、子供や脆弱性のある大人を保護するのか 

– To offer safeguards to the children, BJA staff, and 
volunteers      
 子供、 BJAスタッフおよびボランティアに保護手段
の提供 

– To maintain professionalism and the standards of 
practice associated with being a member of the BJA
 BJAのメンバーに関係する専門的な技術と実務を維持
する 

– To ensure the judo experience is fun and enjoyable in a 
safe and caring environment.     

–柔道は楽しく、安全で思いやりのあるスポーツ 
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Why the BJA protect children and vulnerable adults 
なぜBJAは、子供や脆弱性な大人を保護するのか 

– To ensure everyone is treated equally, regardless of 
age, gender, race, culture, religion, language or ability.       

年齢、性別、人種、文化、宗教、言語、能力など
問わず平等に扱う 

– To educate all BJA staff and volunteers about child 
abuse, the forms it can take, and the steps to take in 
its prevention.                 
BJAスタッフとボランティアに児童虐待に関する認識を
高める 
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Types of problems  問題の種類   

• Physical abuse  身体的な虐待 

• Emotional abuse  精神的な虐待 

• Neglect  無視・軽視 

• Sexual abuse  性的虐待 

 

• BJA policy also mentions bullying…. 

 BJAの対策に「いじめ問題」も取り上げている 
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BJA policy states: 
BJAの方針 

• Coaches hold a position of power in the relationship with 
their athlete and must not abuse this position to bully 
children/vulnerable young adults in their care. 

• コーチは選手との関係を裏切って暴力行為をしてはならな
い 

• In a judo situation, bullying may occur when the coach is: 
• 暴力がもたらす柔道コーチへの状況とは： 

– overly zealous 熱心すぎること 
– resorts to aggressive, physical or verbal behaviour 
– 繰り返される挑戦的な言動 
– torments, humiliates or ignores an athlete in their charge/care 
– 選手を苦しませること、無視すること、屈辱すること 
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   Processes to protect 
保護するためのプロセス 

1. Disclosure and Barring Service (DBS)   

社会と警察の連携（犯罪歴のチェック ＝ DBS ） 

1. Complaints   クレーム付ける 

2. Whistleblowing  内部告発 

3. Parent education  保護者教育 

4. Welfare officers  監視官 

5. Coach education   コーチ教育 
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To become a judo coach in the UK you need 5 things….. 
英国は柔道のコーチになるためには、 5つの要素が必要 

1. Level 2 Certificate in Coaching Judo          
レベル2の柔道コーチ資格 

2. First Aid Certificate  救急処置法受講資格 
3. Attendance at a Safeguarding and Protecting 

Children Workshop こども保護ワークショップへ
の参加 

4. Disclosure and Barring Service check  犯罪歴の
チェック 

5. Current BJA membership  BJA会員登録済 
 



British Judo Association-Medical Notification Form 
英国柔道協会メディカル通知書 

 
(Player unconscious by anything other than Shime-Waza) 

絞め技以外での意識不明 

The Player named below was unconscious at the 
event named below and has been advised by 
the Tournament Organiser that they are 
INELIGIBLE to enter ANY EVENT or TAKE PART IN 
ANY FORM OF TRAINING/SPORT or CLUB 
SESSIONS for the following 4(FOUR) WEEKS 
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DECLARATION  宣誓書 

• I as the Coach/Parent of, or the Player named above agree that I will 
abide by the rules of the British Judo Association and 

• 私、コーチ/保護者は英国柔道協会の規則を遵守することに同意し、 

• will not/let the Player enter any event or train at any Sport/Club 
Sessions for the next 4 (Four) Weeks. 

• 選手がこれから4週間、どんなスポーツはまたはクラブのイベントや練習に参      
加させません 

• If I as a Player/I as the Parent or Coach allow the Player to take part in 
any form of Training or event I/they will do so at my/their own risk and 
therefore if injured during this period will forgo any claim for injury by 
myself or any party acting on my/their behalf during the dates stated 
for exclusion. 

• 選手や保護者が練習や試合に参加させることができても、コーチプレイヤー
は、自分自身の責任で行い、この期間中に負傷した場合は、一切の責任を
追求しないことを誓います 
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Conclusion  結論  

• Head injury is the most frequent direct cause of death 
in sport 頭部外傷は、スポーツ中死亡事故の最も多い
原因である。 

• Second-impact Syndrome セカンドインパクト症候群 

• Don’t be a Nikko Monkey  日光東照宮の「見ざる聞か
ざる言わざる」はダメ！ 

• The purpose of judo  柔道の目的 

• Documents & Policies  冊子制作及びガイドライン  

• Coach Education and Coach License  指導者教育とライ
センス（資格認定制度） 
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Thank you 有難う 


