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ワールドラグビー競技復帰プロセス 

 

はじめに 

GRTP（段階的競技復帰プロトコル）を義務付けることで、これまでは頭部損傷が過少に報

告されるという事態を生んできた。この経験から、脳振盪後の競技復帰は個別に管理するの

が最善であり、個々のプレーヤーの状況に応じた競技復帰はより受け入れられ易く、脳振盪

の報告と管理を改善することが明らかになっている。 

この文書で説明するプロセスは、最近起こした脳振盪から回復したプレーヤーが安全にプレ

ーに復帰することに焦点を当てており、症状のあるプレーヤーや回復が遅れているプレーヤ

ーの管理について指針を示すものではない。 

 
背景 

脳振盪と診断された後の競技復帰に際して最も困難で議論を呼ぶ可能性のある判断は、

GRTP（段階的競技復帰プロトコル）を完遂し、受傷から 10 日以内または 10 日目（翌週の

試合）の試合に復帰してもよいと考えられるプレーヤーに関するものである。 

ワールドラグビーの脳振盪ワーキンググループは、チームドクター、チーフメディカルオフ

ィサー、プレーヤー代表者など、この分野の専門家に意見を求めた。無症状で認知、バラン

ス、症状の報告のスコアがベースラインテストのスコアに戻ったプレーヤーが、脳振盪によ

る合併症を伴う回復、または再発のリスクが高くなることを裏付ける証拠はほとんどない。

但し、過去に脳振盪を起こしたことがあるプレーヤーや、脳振盪からの回復が不十分だった

プレーヤーの場合、これとは異なる可能性がある。このようなプレーヤーは、より慎重な競

技復帰が必要である可能性がある。メディカルチームは、以下に説明するプロセスに従って、

病歴や脳振盪の既往歴に基づいてプレーヤーのリスクを分類していくべきである。 

ワールドラグビーは、RWC 2015 開催期間中、脳振盪コンサルタント(ICC: Independent 
Concussion Consultant)を導入し、GRTP を完遂した後に無症状のプレーヤーが次の試合で

の競技復帰を希望する場合の対応を行った。チームドクターからのフィードバックは圧倒的

に好評だった。RWC2019 でもこれが再び実施され、成功を収めている。 

脳振盪コンサルタント(ICC: Independent Concussion Consultant)の意見を求める際のプロ

セスと手順について、RWC 2019 大会開催中に運用した方法を以下に説明する。 

 

提案 

 
1. 脳振盪を起こしたことが確認され、10 日以内または 10 日目にプレーに復帰することが

想定されているプレーヤーの場合、チームドクターは、プレーへの復帰について、必ず

ＩCC の意見を求めなければならない。 
2. 脳振盪を起こし、合併症を伴う回復や再発のリスクが高いと判断されたプレーヤーの場

合、プレー復帰の予定時期に関わらず、プレー復帰に関して、必ず ICC の意見を求めな

ければならない。 
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3. ICC プロセスは、最近起こした脳振盪による症状があるプレーヤーや、回復に時間がか

かっているプレーヤーを対象としたものではなく、現在運用されているツールを用いて

評価した結果、完全に回復していると評価された無症状のプレーヤーが早期復帰を希望

している場合や、合併症発症の危険因子がある場合に基づき、追加の診察を受けるべき

プレーヤーを対象としていることに留意することが重要である。 

 

脳振盪リスク階層化プロセス 

他の医療分野でのエビデンスによると、個々に合ったケアが結果を向上させることを示唆し

ている。そのためには、脳振盪を起こした後、合併症を伴う競技復帰または再発の危険因子

を持つプレーヤーに対して、以下に挙げるような特定の管理を行う必要がある。ワールドラ

グビーでは、このようなプレーヤーに対して、特定の、かつ、杓子定規である「スタンドダ

ウン」期間を義務付けるのではなく、脳振盪コンサルタント(ICC: Independent Concussion 
Consultant)のサポートを利用した個別のケアプログラムを推奨している。復帰時に再発や

合併症のリスクが高いプレーヤーに対しては、活動への復帰前に ICC プロセスを取り入れる

ことで、個別のアプローチを維持しながら段階的競技復帰のプロセスを強化することができ

る。 

以下（1～3）のカテゴリーに分類されたすべてのプレーヤーは、試合に復帰してもよいと判

断された時点で、ICC による再評価を受けるべきである: 

 
1. 過去 3 ヶ月以内に 2 回目の脳振盪を起こしたプレーヤー 
2. 過去 12 ヶ月以内に 3 回目（またはそれ以上）の脳振盪を起こしたプレーヤー 
3. 今回の脳振盪が、ラグビーを始めてから 5 回目（またはそれ以上）の脳振盪である

場合 

チームドクターは、上記 3 つのリスクカテゴリーに加えて、プレーヤーの過去の脳振盪から

の回復状況、脳振盪の閾値、情緒状態などの幅広い脳振盪の既往歴の検査を行うことが推奨

され、懸念がある場合にはより慎重なアプローチが必要となる。対象の分野は以下に簡単に

説明されており、ICC への照会が必要な場合もある。 

 
包括的な脳振盪の既往歴では以下の分野を調査する必要があり、チームドクターがなんらか

の懸念を抱く場合には慎重なアプローチをとることを勧めており、疑いがある場合には ICC
への照会を推奨している。 

1. 当該プレーヤーが前回の脳振盪で回復に要した期間はどのくらいであったか？回復

期間が長いと（21 日以上）より慎重なアプローチを必要とする場合があり、同じプ

レーヤーについてこの期間が長くなる場合も、より慎重なアプローチが必要である。 
2. 治療を担当しているチームドクターの意見として脳振盪の閾値の低下が認められた

か？ 
3. 当該プレーヤーが、回復期間中に気分の乱れや不安、意欲の低下など、健康面での

懸念を訴えていたか？ 

このリスクの分類は、メディカルチームが継続的に再評価すべきである。これらの質問のい

ずれかに当てはまるという回答があった場合、そのプレーヤーは脳振盪からの回復が遅れる
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潜在的リスクがあることを意味しており、したがって、すべての競技復帰前に ICC によるレ

ビューを受けるべきである。 

ICC プロセスは安全な競技復帰プロセスの一部であり、負傷管理プロセスを監督することを

意図したり、その一環としての役割を果たしたりするものではない。合併症を伴う回復や再

発の「リスクが高い」と分類されたプレーヤーの ICC レビューの場合、プレーヤーが完全に

回復してからのみ ICC プロセスをスタートするべきである。プレーヤーの回復が遅れ、その

ために現在症状がある場合、これは脳振盪管理上の問題であり、ICC に照会すべきではない。 

脳振盪からの回復が長引いているプレーヤーを ICC プロセスに含めることが適切な場合もあ

るが、その場合は回復中に脳振盪の専門家による診察を受けている可能性が高い。プレーヤ

ーが脳振盪管理のために専門医にかかっていて、その専門医が ICC に必要な資格を持ってい

る場合、その専門医は競技復帰について ICC としての意見を述べることができる。 

ICC に照会された場合、その ICC が RTP（競技復帰）の判断を下す前に画像診断を行うこと

を推奨する場合がある。この画像診断を行うかどうかの最終判断は、負傷管理プロセスの一

環として TD が行うため、画像診断の費用は当該クラブおよび／または当該協会が負担する

ことになる。 

誤解を避けるために記すと、ICC の手順では、競技復帰に関する意思決定プロセスの一環と

して画像診断を義務付けておらず、これは、特に ICC プロセスの対象となる無症状のプレー

ヤーに関して、このアプローチを裏付ける科学的根拠がないためである。 

 

ICC の診察を受ける前のプロセス 

ICC による介入をサポートするプロセスについては下記の通りである:  

 
• チームドクターは受傷後３時間以内に HIA 2 に記入し、受傷後 36〜48 時間以内に HIA 3

に記入する。この HIA 3 は、SCAT 5 により詳細な症状チェックリストを加えたものであ

る。また、チームは HIA 3 評価を行った後でコンピュータの神経認知評価ツールを活用

することが奨励されている。  
 

上記のプロセスが完了した後、脳振盪が確認されたものの、プレーヤーは無症状であり、

次の試合で競技復帰（通常、受傷から 7～10 日後）が見込まれる場合は、脳振盪コンサ

ルタント(ICC: Independent Concussion Consultant)の診察を受けなければならない。 
 

• 上記のリスク階層化プロトコルに基づき、脳振盪を起こしたプレーヤーが高リスクであ

ると判断された場合は、第三者脳振盪コンサルタント（ICC）の診察を受けなければなら

ない。 

 

指定された脳振盪コンサルタント(ICC: Independent Concussion Consultant)による診察 

国際大会の場合、ワールドラグビーが ICC として活動する専門家パネルを指定し提供する。

このパネルについては、各協会からリストに加える専門家の推薦を募集する（RWC 期間中

にもこの方法でうまく運用された）。国内大会の場合、各協会がワールドラグビーのリスト

を利用するか、以下に説明する最低基準に準じて独自の専門家リストを作成することもでき

る。 
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オンライン診療は多くの医療現場でうまく活用されており、RWC 2015 と RWC 2019 での

ICC 診療でもうまく運用された。脳振盪コンサルタント(ICC: Independent Concussion 
Consultant)によるオンライン診療を活用する利点は、地理的に離れた場所からのアクセス

が容易であるだけでなく、言語の問題を解消し、優れた国際的専門家からの最良の意見をプ

レーヤーに提供できることである。 

ICC の意見を得るための手順は:  

 
• チームドクターは、国際試合または大会においてワールドラグビーが提供する照会用専

門家リストの中から、脳振盪コンサルタント(ICC: Independent Concussion Consultant)
を選ぶ。このリストには、自国以外の国の専門家や他言語を話す専門家も含まれる。 

• チームドクターは、ICC のオンライン診療の希望時間を E メールで伝える。第一希望の

時間に ICC の都合が合わない場合、チームドクターは別のコンサルタントを選択する。 
• チームドクターは、オンライン診療の前に、申請フォームと脳振盪を伴う外傷に関連す

る主な情報を ICC とワールドラグビー(ICCadministration@worldrugby.org)に提出する:  
 外傷を受けた場面のビデオクリップ（チーム内で入手できない場合は、ワールドラ

グビーに連絡してコピーを入手すること ） 
 3 つの HIA フォームのコピー、および、コンピュータによる神経認知機能評価の結

果  
 脳振盪リスクの階層化評価  

 

第三者脳振盪コンサルタントによる診療の際のプロセスは:  

 
1. チームドクターは、当該プレーヤーの同席の上で ICC との診察を開始し、すべての HIA

の結果と、実施してた認知機能評価について話し合う。 
2. チームドクターとプレーヤーは、ICC からのすべての質問に答える。 
3. ICC は、プレーヤーだけがいる状態で診療を行う。 
4. チームドクターが戻り、ICC が見える所でバランス評価を行い、ICC が求めるその他の臨

床評価を行う。 
5. チームドクターと ICC は、プレーヤーが同席していない状態で協議し、当該プレーヤー

について以下のことを判断する:  
 更なる検査 、またはフォローアップの診療が必要 
 競技復帰には適していない、または; 
 引き続き GRTP を行い、完遂した場合には次の試合で競技復帰することができる。 
 このプロセスでは合意をめざすが、合意に達することができない場合は ICC が最

終決定を下す。 
6. プレーヤーが戻り、チームドクターから競技復帰についての合意意見を説明する。 
7. フォローアップの診療が必要な場合は、その診療日時を決める。 
8. ICC は、 World Rugby (ICCadministration@worldrugby.org)に最終決定の写しを送る。 

 
 

ワールドラグビーICC リストおよび連絡先 –   チームドクターは、このリストの中から

ICC を選んでください。各協会は、このリストに追加する専門医師を推薦することができま

す。エリートレベルの大会運営者は、大会に相応しい ICC 候補者リストを作成することが

奨励されます。それらの候補者リストは、ワールドラグビーが検討・承諾します。 

mailto:ICCadministration@worldrugby.org
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医師名 国 言語 メールアドレス 

ジョン・パトリシオス

（Jon Patricios） 
南アフリカ 英語 jpat@mweb.co.za 

トニー・ベリ（Tony 
Belli） 

イングランド 英語 a.belli@bham.ac.uk 

Richard Sylvester イングランド 英語 richard.sylvester@nhs.net 
マイケル・マクディッシ

（Michael Makdissi） 
オーストラリ

ア 
英語 mmakd@bigpond.net.au 

ジョン・マーティン

（John Martin） 
ウェールズ 英語 john.martin3@wales.nhs.uk 

エディー・マッケイグ

（Eddie McCaig） 
フィジー 英語 vaigalo_e@yahoo.com 

ヘイミッシュ・カー

（Hamish Kerr） 
USA 英語 kerrh@mail.amc.edu 

フィリップ・デック

（Philippe Decq） 
フランス フランス語 / 

英語 
philippe.decq@aphp.fr 

佐藤晴彦 

Haruhiko Sato） 
日本 日本語 / 英語 jojosato@sis.seirei.or.jp 

リチャード・キム

（Richard Kim） 
USA 英語 richardkim300@gmail.com 

ロバート・ヴァグノッチ

教授（Prof. Roberto 
Vagnozzi） 

イタリア イタリア語 
vagnozzi@uniroma2.it 

Fernando Salvat アルゼンチン スペイン語 fsalvat@fleni.org.ar 
 
ICC の最低基準 

1. 医師であること（神経内科医、神経外科医、スポーツ＆エクササイズ医学、プライ

マリーケア救急医学） 
2. ラグビーにおける脳振盪管理の専門家として認知されていること 
3. ラグビープレーヤーの管理の経験があること 
4. 各協会の CMO がこの ICC 最低基準に適合しているとみなした者を、ICC として推

薦することができる。 

 

mailto:a.belli@bham.ac.uk
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