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Ⅱ　学校の管理下の障害の状況

◇　学校の管理下の障害の発生件数（平成25年度　給付対象事例）

表―４　場合別の発生件数

場　　合 競技種目 小学校 中学校 高等学校・ 
高等専門学校

特別支援学校 幼稚園・ 
保育所 総計小 中 高

各
　
教
　
科
　
等

体育（保健体育）

水泳 1 2 1 4
鉄棒運動 1 1 2
跳箱運動 2 2
マット運動 2 2
短距離走 1 1
持久走・長距離走 1 2
障害走（ハードル） 1
走り高跳び 1 1
投てき 1
ドッジボール 1 1
サッカー・フットサル 2 5 3 1 11
ソフトボール 1 2 4 7
バスケットボール 1 4 5
ラグビー 1
スキー 1 1 1
準備・整理運動 1 1
体操（組体操） 1 1
その他 3 3 9

小　　　計 15 17 16 1 0 1 0 50
図画工作（美術） 1 1
理科 1 1
家庭（技術・家庭） 1 1
総合的な学習の時間 2 2
自立活動 1 1
その他の教科 3 2 1 6

各教科等　計 23 20 17 1 0 1 0 81
保育中 19 19

（
除
学
校
行
事
）

特
別
活
動

学級（ホームルーム）活動 2 1 1 4
ドッジボール 1 1

給食指導 1 1
日常の清掃 2 5 7
その他学級活動 1 1
児童（生徒・学生）会活動 1 1
体育的クラブ活動 サッカー・フットサル 1 1
文化的クラブ活動 1 1

特別活動　計 8 7 1 0 1 0 0 17

学
　
校
　
行
　
事

文化的行事 1 1
運動会・体育祭 その他 1 2 2 5
競技大会・球技大会 サッカー・フットサル 1 1

柔道 1 1
その他健康安全・体育的行事 スキー 1 1
遠足 2 2 1 5
その他集団宿泊的行事 2 1 3
その他 スキー 1 1

学校行事　計 4 9 4 0 1 0 0 18

課
　
外
　
指
　
導

体育的部活動

水泳 2 2
水球 1 1
鉄棒運動 1 1
短距離走 1 1 2
持久走・長距離走 1 1 2
走り高跳び 1 1
投てき 1 1 2
サッカー・フットサル 13 13 26
テニス（含ソフトテニス） 3 1 4
ソフトボール 2 1
野球（含軟式） 15 47 63
ハンドボール 1 1
バレーボール 1 1 2
バスケットボール 1 6 7
ラグビー 1 2 3
バドミントン 4 3 7
ホッケー 2 2
柔道 1 2 3
弓道 1 1
レスリング 2 2
自転車競技 3 3
その他（パワーリフティング） 1 1
その他（チアリーディング） 3 3

小　　　計 0 46 94 0 0 0 0 140
文化的部活動 1 1 2
林間学校 1 1
その他 1 1

課外指導　計 0 48 96 0 0 0 0 144

休
憩
時
間

休憩時間中 17 12 2 31
昼食時休憩時間中 21 4 1 1 27
始業前の特定時間中 9 3 1 13
授業終了後の特定時間中 6 9 6 21

休憩時間　計 53 28 10 1 0 0 0 92
寄宿舎にあるとき 0 0 1 0 0 1 0 2
通
学
中

登校（登園）中 4 2 8 14
下校（降園）中 2 5 5 12

通 学 中　計 6 7 13 0 0 0 0 26
総　　　　　計 94 119 142 2 2 2 19 380
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表―５　障害別の発生件数

表―６　男女別の発生件数

　 小学校 中学校 高等学校・ 
高等専門学校

特別支援学校 幼稚園・
保育所 総計

小 中 高
男 53 92 114 2 1 1 11 274
女 41 27 28 　 1 1 8 106

総　　　計 94 119 142 2 2 2 19 380

１　小学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科等
（１）保健・体育
❶水　泳

25障-1 小５年・男 精神・神経

　水泳の最初の授業で記録会（各自１回だけ泳ぐ）を行っていた。本児童はスタート位置から

８メートルの地点で止まり測定記録を教えてもらった。測定後はプールから出るよう指導され

ていたが、本児童はプールから出ようとせず立位の姿勢のままジャンプをする様な動きをみせ

突然前のめりに沈みかけた。異変に気付いた教師がプールに飛び込み引き上げた。

❷鉄棒運動
25障-2 小５年・女 胸腹部臓器

　体育の授業中に、鉄棒で「飛び越し降り」の練習をしていたところ、落下し、左胸部、左腹

部を地面で強打した。

❸跳箱運動
25障-3 小６年・男 精神・神経

　体育の授業中に、体育館で跳箱４段で台上前転をしていたところ、

マットに臀部から落ちて首と背中を痛めた。

25障-4 小６年・女 手指切断・機能

　体育の授業中に、体育館で跳箱をしていた。両手を離すタ

イミングがずれ、右手が少し遅れて跳箱から離れた。

　 小学校 中学校 高等学校・ 
高等専門学校

特別支援学校 幼稚園・ 
保育所 総計

小 中 高
歯 牙 障 害 14 17 41 　 　 　 　 72
視 力 ・ 眼 球 運 動 障 害 16 45 32 　 　 1 1 95
手 指 切 断 ・ 機 能 障 害 8 6 10 　 　 　 1 25
上 肢 切 断 ・ 機 能 障 害 4 3 3 　 　 　 2 12
足 指 切 断 ・ 機 能 障 害 　 1 1 　 　 　 　 2
下 肢 切 断 ・ 機 能 障 害 3 3 　 　 　 　 1 7
精 神 ・ 神 経 障 害 7 13 22 　 1 　 1 44
胸 腹 部 臓 器 障 害 3 3 10 　 　 　 1 17
外貌・露出部分の醜状障害 36 23 16 1 1 　 12 89
聴 力 障 害 2 2 3 1 　 1 　 9
せ き 柱 障 害 1 3 4 　 　 　 　 8
そ し ゃ く 機 能 障 害 　 　 　 　 　 　 　 0

総　　　計 94 119 142 2 2 2 19 380
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❹短距離走
25障-5 小２年・男 外貌・露出部分の醜状

　体育の授業中に、体育館でかけっこ（短距離走）を行っていた。その際、止まりきれず、玄

関のガラスドアまで走り込み、右手のひらでガラスを突き破った。

❺障害走（ハードル）
25障-6 小６年・女 手指切断・機能

　体育の授業中に、校庭でハードルの練習をしていたとき、転倒した際左手を地面につき、小

指を負傷した。

❻投てき
25障-7 小６年・女 視力・眼球運動

　体育の時間に、投力を高めるため新聞紙を丸めて筒にしたものを遠くに投げる練習をしてい

た。本児童が投げ終わり、後ろを向いた時、他の児童が投げた筒が左眼に強く当たった。

❼ドッジボール
25障-8 小３年・男 上肢切断・機能

　体育の授業中、ドッジボールをしていて、外野にパスされたボールを取ろうとしたとき、本

児童の左腕と他の児童の腕が、強くぶつかり負傷した。

❽サッカー・フットサル
25障-9 小５年・女 外貌・露出部分の醜状

　体育の時間にサッカーボールを向かい合って蹴っていたところ、ボールが少しはなれたとこ

ろに転がったので拾いに行った。もとの場所に戻る途中、転んで膝を打った。

25障-10 小６年・女 視力・眼球運動

　体育の授業中、教師指導のもと、サッカーの試合をしていた。その際、他の児童の蹴ったボー

ルがすぐ近くにいた本児童の右眼に当たった。

❾ソフトボール
25障-11 小６年・女 視力・眼球運動

　体育の時間に、ソフトボールのクラスマッチを行っていた。本児童はピッチャーをしていて、

バッターが強打したボールが、本児童の顔面左側に当たった。

❿球技（その他）
25障-12 小６年・男 歯牙

　体育の授業中に、運動場でティーボール（ベースボール型ゲーム）をしていたところ、打席

にいた児童が振った金属バットが手から滑って飛び、約５メートル左後方にいた本児童の口元

を直撃した。

⓫スキー
25障-13 小４年・男 外貌・露出部分の醜状

　スキー授業中、斜面を滑っていたときに転倒し、後続の児童と衝突した。その際に、スキー

板と顔面がぶつかり負傷した。
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⓬その他
25障-14 小１年・男 視力・眼球運動

　本児童は体育の準備が遅くなり遅れて体育館に向かった。同じく遅れた他の児童と持ってい

た縄跳びが当たったことからトラブルとなった。その際、本児童の縄跳びの片方のグリップを

他の児童が持ち、もう一方のグリップを本児童が持って引っ張り合いになり、本児童はバラン

スを崩し転倒した。その時、他の児童がグリップを手から放したため、そのグリップが勢いよ

く本児童の右眼に当たり負傷した。

25障-15 小２年・女 外貌・露出部分の醜状

　体育の授業の初めに鬼ごっこをして体を温めていたとき、他の児童と衝突、相手の口部及び

前歯と本児童の右頬が激しくぶつかり、裂創を負った。

（２）図画工作（美術）
25障-16 小６年・男 視力・眼球運動

　図画工作の時間、太さ１mm強の針金を190cmの長さに切断したとき、

針金の押さえ方が十分でなかったため、切断の衝撃でねじれていた針金

の先端が右眼に約４mm入った。

（３）理　科
25障-17 小４年・男 外貌・露出部分の醜状

　理科の授業で、「ものの温まり方」を学習していた。金属棒をアルコールランプで温める実

験をしていたとき、アルコールランプをのせていたトレイの端を強く押してしまい、その反動

でトレイごとアルコールランプが倒れ、芯の部分が飛び出した。その際、アルコールの火が本

児童の髪の毛に燃え移り、顔面とそれを消そうとした両手の指を火傷した。

（４）総合的な学習の時間
25障-18 小４年・男 歯牙

　総合学習の時間で川に行き、班活動をしながら土手を歩いていた。その時、本児童の乗った

車椅子を押していた同じ班の児童と一緒に車椅子ごと川へ転落し、口が切れて前歯が折れた。

25障-19 小５年・男 手指切断・機能

　稲作栽培の学習で、刈り方の指導後、５班に分かれ稲刈りを実施した。稲を刈っている最中

に、鎌が勢いよく左小指に当たり指先を切断した。

（５）自立活動
25障-20 小３年・女 歯牙

　本児童は、自立活動の時間、教室であるプレイルームで、平均台を背にして並び、ボランティ

アが読む紙芝居を見ていた。本児童がどんどん読み手の方に前進したので、隣にいた児童から、
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後ろに下がるように促された。本児童は場所を移動しようと思い、紙芝居を横目に見ながら、

後にあった平均台をまたごうとしたが滑ってしまい、前に倒れてしまった。その際、前歯を床

にぶつけた。

（６）その他の教科
25障-21 小１年・女 外貌・露出部分の醜状

　生活科の授業中に、グリーンカーテンのネットに咲いていたアサガオの種とりをしていた。

本児童は落とし物を届けるために移動し、ネットにつまずき額を打った。

25障-22 小１年・女 視力・眼球運動

　生活の授業中、運動場で羽根つきの練習をしていた。自分の持っていた羽子板が、同じく羽

根つきの練習をしていた他の児童の後ろに飛んで行ってしまった。羽子板を拾いに行ったとこ

ろ、他の児童が羽根を打とうとして羽子板を振り上げたため、羽子板が本児童の右眼に当たっ

た。

25障-23 小６年・女 精神・神経

　病院で、視力、聴力障害（解離性知覚麻痺）と診断された。解離性知覚麻痺は、心因により

発生するもので、心因として、学校でショックを受けたことが考えられた。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動
❶学級（ホームルーム）活動

25障-24 小３年・女 精神・神経

　学級活動で、「こおりおに」をしていた。本児童は走って逃げているとき、後ろから追いか

けてきた他の児童に靴のかかとを踏まれてバランスを崩し、勢いよく転倒し、コンクリートで

膝等を打った。

❷その他
25障-25 小１年・男 外貌・露出部分の醜状

　朝学習中に教室で読書をしていたところ、立ち歩いていた他の児童に右頬を引っ掻かれた。

（２）日常の清掃
25障-26 小２年・男 外貌・露出部分の醜状

　掃除の時間、花壇の近くの掃除をするために花壇に行った。その際に近くの段差（50㎝）の

ところに飛び乗ろうとして、足を滑らせ、段差の角の所に大腿部を強打し、負傷した。

25障-27 小５年・男 視力・眼球運動

　清掃時間中、走ってきた他の児童の頭部右側面と本児童の左眼下部がぶつかり、転倒した。

34



（３）その他学級活動

　奉仕作業で登校後、学級が校庭５ヵ所にわかれ、竹箒を使って落ち葉掃きをしていた。本児

童は他の児童と間を開けて向かい合って掃いていた。他の児童が本児童に向かって落ち葉を掃

いていた際、竹箒の柄から箒の先が外れて飛び、本児童の右眼に当たり負傷した。

（４）児童会活動
25障-29 小６年・女 外貌・露出部分の醜状

　本児童は玄関前にある掲示板の月行事をはずすため、２階から階段を走って降りていた。午

前中ガラス拭きをして、玄関のガラス戸とガラス壁がきれいだったことと、玄関前で栽培委員

会の花植えの準備に本児童が気をとられていたこともあり、ガラス戸が開いていると勘違いし、

ガラス戸の横のガラス壁に体ごととびこみ、ガラスが割れケガをした。

（５）体育的クラブ活動
❶サッカー・フットサル

25障-30 小４年・男 外貌・露出部分の醜状

　クラブ活動の時間、サッカーボールを追いかけていたところ、

前をよく見ていなかったため、鉄棒に額をぶつけた。

（６）文化部的クラブ活動
25障-31 小５年・女 外貌・露出部分の醜状

　理科クラブの活動中、理科室でべっこう飴作りをしていたとき、隣にいた児童が溶けた砂糖

が入ったアルミカップを落としてしまい、中身が飛び出し、本児童の顔や上半身にかかった。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）文化的行事
25障-32 小５年・男 手指切断・機能

　音楽会の片付けで、１階体育館から４階の音楽室へスピーカー（12kg程度）を他の児童と

二人で運んでいたところ、３階の階段から階段へ続く廊下で足を滑らせバランスを崩し、スピー

カーを床に落とした。その際、床とスピーカーの間に左手の先を挟んだ。

（２）運動会・体育祭
25障-33 小３年・男 歯牙

　椅子を持って教室へ戻る途中、昇降口のところでつまずき、持っていた椅子が本児童の前歯

にぶつかった。

25障-28 小５年・男 視力・眼球運動
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（３）遠　足
25障-34 小１年・女 歯牙

　歩き遠足の帰り、本児童とその前の児童との間があいた。後ろの児童がそのことを注意をし

て本児童を押したため、前のめりに転倒し、地面に顔面・前歯を打ち負傷した。

25障-35 小４年・男 手指切断・機能

　社会見学で、美術館に行っていた。見学後、一緒にいた３人で集合場所まで競走することに

なった。他の児童を追い抜こうとして、案内板にぶつかり、右手で看板を抱える形で転倒し、

指が下敷きになり、左手指を大きく負傷した。

〔Ⅳ〕休憩時間
（１）休憩時間中
25障-36 小１年・男 外貌・露出部分の醜状

　休憩時間終了のチャイムが聞こえたため、校舎脇にあるウサギ小屋の近くから、校庭の花壇

と土手の間を走って昇降口へ戻ろうとしたとき転倒し、顎を地面にぶつけて、負傷した。

25障-37 小１年・女 外貌・露出部分の醜状

　休憩時間中、ブランコの順番を待っている他の児童の所へ行こうと、ブランコの後ろを横切っ

た際、ブランコの椅子が本児童の口元に当たった。

25障-38 小２年・男 歯牙

　休憩時間中、運動場で鬼ごっこをしていた。鬼から逃げようと後方を振り返りながら走って

いた。そのため、鉄棒に向かって走っていることに気付かず、前を見た瞬間に鉄棒の柱に口元

を強く打ち付けた。

25障-39 小２年・女 精神・神経

　男が教室内に侵入し、児童及び教官を次々に刺す事件が発生した際、その凶行をすぐ傍らで

目撃する。

25障-40 小３年・女 下肢切断・機能

　休憩時間に、他の児童と手づかみシーソーで遊んでいた際、勢いがつき過ぎて、両手で体重

を支えられなくなり、手を離し、遊具から落ち、地面に腹部を強打し負傷した。

25障-41 小４年・男 視力・眼球運動

　休憩時間に教室内で一緒に遊んでいた児童が、他の児童にお腹をぶたれたので、本児童はぶ

たれた児童をかばおうと止めに入った。その際、他の児童の指が右眼に入り負傷した。

25障-42 小４年・男 胸腹部臓器

　本児童が他の児童と一緒にドッジボールをしていたとき、他の児童が投げたボールが本児童

の股間に当たった。
25障-43 小４年・女 外貌・露出部分の醜状

　休憩時間に他の児童と追いかけっこをして遊んでいた。その近くで、高く上げたドッジボー

ルをキャッチして遊んでいた児童がいた。本児童がそのボールに気付いてよけたところ、ボー
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ルを追ってきた児童の顎と激突し、左頬を負傷した。

25障-44 小５年・男 胸腹部臓器

　休憩時間に３階廊下で、同級生と鬼ごっこをして走っていたところ、廊下にある黒板の黒板

消し置き場の角で、右下腹部を強打した。

25障-45 小５年・男 上肢切断・機能

　休憩時間中に、数人でタイヤの遊具の周辺で鬼ごっこをして遊んでいた。他の児童と二人で

１つのタイヤに乗っていたが、他の児童が降りたために、バランスを崩し、頭から落下し、頭、

肩の順に地面に強く打ち付けた。

25障-46 小５年・男 視力・眼球運動

　休憩時間中、他の児童とジャングルジムで遊んでいたとき、足を滑らせ、ジャングルジムの

鉄の棒で右頬上を打撲した。

25障-47 小５年・女 下肢切断・機能

　６校時の委員会活動に移動する際に急いで階段を駆け下りたところ、つまづいて階段から落

ち、右足を強打し負傷した。

25障-48 小５年・女 精神・神経

　休憩時間中に、運動場で鬼ごっこをしているとき、他の児童が後ろからタッチしてきたため

転び、両膝を打撲し、挫創・挫傷を負った。

25障-49 小６年・男 視力・眼球運動

　体育の授業終了後、体育館で用具の後片付けの作業に入る際、体操教室に通っている他の児

童と一緒になり、体育館のステージからフロアのマットが敷いている場所に向かって、後方抱

え込み宙返り（バク宙）を試みた。着地した瞬間に自分の右膝が右眼に強く当たり、右眼を負

傷した。

25障-50 小６年・男 外貌・露出部分の醜状

　休憩時間に他の児童と鬼ごっこをしていた。逃げようとしてプレハブ校舎の２階の階段の手

すりにうつ伏せにまたがり、滑って降りようとしたが、勢い余って１階まで落ちた。その時、

あごと右肩のあたりを強打した。

25障-51 小６年・男 外貌・露出部分の醜状

　休憩時間終了時に走って教室へ戻ろうとしたところ、昇降口前のグレーチングの部分で滑っ

てしまい、転倒した。その際、左膝を強く打ち、負傷した。

25障-52 小６年・女 外貌・露出部分の醜状

　本児童は、次の時間のクラブに行こうと教室から廊下に向かったところ、横から走ってきた

他の児童と衝突し、転倒した。その際、顎を床にぶつけ負傷した。

（２）昼食時休憩時間中
25障-53 小１年・男 外貌・露出部分の醜状

　昼休みに、運動場でタイヤに乗って遊んでいたところ、体勢を崩し、足下にあった溝に足を
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滑らせ転倒した。その際、付近にあった電柱で額を打ち、切った。

25障-54 小１年・男 外貌・露出部分の醜状

　昼休み、運動場の固定タイヤでタイヤ跳びをして遊んでいたとき、跳び損ね、前方のタイヤ

に顔をぶつけた。その際、破損したメガネの断面が顔に当たり、鼻の下から上唇のかけて、傷

を負った。

25障-55 小１年・男 外貌・露出部分の醜状

　昼休みに、すべり台で遊んでいた。すべり台を立ったまま滑り降りていたとき、バランスを

崩し前のめりに転んだ。手をついた際、左手を骨折した。

25障-56 小１年・男 歯牙

　昼休み、他の児童と鬼ごっこをして遊んでいた。他の児童を追いかけることに夢中になって

いたため、ブランコに気付かず近付いてしまい、立ちこぎをしていたブランコの底板と衝突し

た。その際、顔面を強打し、前歯及び上唇を負傷した。

25障-57 小１年・男 外貌・露出部分の醜状

　昼休み終わり頃、教室内を横向きで走りながら、自分の席へ戻ろうとした。横向きで走って

いたため、窓に気付かず、振り向きざまに窓ガラスにぶつかった。窓ガラスが割れ、眉間を切

るケガを負った。

25障-58 小１年・女 外貌・露出部分の醜状

　昼食時休憩時間中、廊下から教室に入ろうとしていた。教室から走って出てきた児童がおり、

その児童の頭部とぶつかって、左頬を強くぶつけ、頬が切れた。

25障-59 小１年・女 外貌・露出部分の醜状

　昼休み、ピロティーで一輪車の練習をしていたところ、バランスを崩して転倒し、地面で腕

を強打した。

25障-60 小１年・女 外貌・露出部分の醜状

　昼休み、校庭の高さ188cmの高鉄棒で、前回りを行い１回転した後、鉄棒から両手が離れ、

うつ伏せの状態で落下し、下顎を挫創した。

25障-61 小１年・女 外貌・露出部分の醜状

　本児童は昼休み、縄跳びをしようと他の児童とプレイコートに向かった。ところが鬼ごっこ

をすることになり、手に飛び縄を持ったまま走り回っていたところ、同様に鬼ごっこをしてい

た上学年の児童と衝突し、前方向に転倒して眉間を負傷した。恐らく、手に持っていた飛び縄

のグリップの端が本児童の眉間に当たった状態で顔から転落したためと考えられる。

25障-62 小２年・男 聴力

　昼休みに運動場で、他の児童とドッジボールをしていた。ボールを取ろうとした時、本児童

の左耳後ろ部分と、他の児童の頭がぶつかった。

25障-63 小２年・女 外貌・露出部分の醜状

　昼休みの時間、本児童はコンビネーション（遊具）の上で、鬼ごっこをしていた。逃げよう

として動いた時にバランスを崩し、両足を滑らせて顔面から地面に落ち、唇の下を切った。
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　昼休み、教室で絵を書いていた他の児童の絵を見たくて取って逃げた。取られた児童は逃げ

た本児童をつかまえようと追いかけっこになった。走っているうちに、本児童はバランスを崩

し、配膳台にぶつかるように転倒し、顔を強打し、上前歯２本が脱落した。

25障-65 小３年・女 手指切断・機能

　昼休み、給食当番だったので、ワゴンを返しに向かった。ワゴンの後方にいた児童が足を滑

らせて前に押したため、進行方向左手にいた本児童はワゴンを持った右手を柱との間に挟んだ。

25障-66 小３年・女 外貌・露出部分の醜状

　昼食時休憩時間中に、ベランダで水やりをしていた。他の児童が本児童をからかっていたの

で別の児童が止めようとしたところ、止めようとした児童が足を滑らせ、他の児童にぶつかっ

た。その際、他の児童がバランスを崩し、本児童の服を引っ張ったため、本児童が転倒し、コ

ンクリートの角で額を切った。

25障-67 小４年・男 聴力

　昼休みにクラスの児童約10人と校庭全体で鬼ごっこをして遊んでいたときに、筋力コンビ

ネーション（すべり台、ろくぼく、空中ブランコが一つになっている）の付近にみんなが集まっ

てきた。本児童は空中ブランコの支柱にぶらさがり、体を振って前後に揺らしていたところ、

支柱から手がはずれて、地面に転落した。

25障-68 小５年・男 精神・神経

　昼休みにバスケットボールをして遊んでいた。ファールのことからけんかになり、突然、背

負い投げをされた。投げられた際、左肘を強く打った。

25障-69 小５年・男 せき柱

　給食の準備中、他の児童と教室・廊下でふざけ合いになった。そのことでからかわれたと思っ

た他の児童は、教室に戻り、本児童を後ろから床に倒し、体で足をおさえ、顎を持って頭を後

ろに引いた。

25障-70 小５年・男 視力・眼球運動

　昼休みに本児童は鬼ごっこをしていて、校舎の犬走り沿いを走っていた。追いかけてくる児

童を見ながら、昇降口にさしかかったところで、本児童は校舎内から外へ出るために走ってき

た上級生と衝突した。その際、本児童の左眼を相手の頭部が直撃した。

25障-71 小５年・男 歯牙

　昼休みに廊下で他の児童と追いかけっこをしていたところ、追いかけっこを止めようとした

別の児童が本児童の足を掴んだため、前に転倒した。その際、顔面から倒れたため、前歯と口

を床に打ちつけた。

25障-72 小６年・女 下肢切断・機能

　昼休みに農場グラウンドの遊具（木製のアスレチック）で友達数人と、鬼ごっこをして遊ん

でいた。鬼から逃げようとしたとき、直径20cmの丸太から、約１m下の木製の床に落下し、

左膝を打ちつけた。

25障-64 小３年・女 歯牙
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　昼休みにクラスの児童たちと鬼ごっこをしていて、本児童は追われる方であった。運動場の

はしに高さ40cm位の丸太の遊具が二本あり、その二本目の丸太を飛び越えようとして、片足

が丸太に引っ掛かり前のめりに転倒した。その際、地面に両手をついたが、勢い余って顔面（歯

牙部）を丸太の先にあった側溝の鉄製の蓋で強打し負傷した。

（３）始業前の特定時間中
25障-74 小１年・男 外貌・露出部分の醜状

　朝、学校へ登校してきた。走って児童玄関に入ろうとした際、玄関手前にある２段の階段の

１段目で滑り転んだ。そのとき手をついたが、勢いがあったためもう１つ上にある段の角で右

頬を強打した。

25障-75 小１年・女 歯牙

　始業前、一輪車に乗っていて転び、前歯を鉄の棒にぶつけ痛めた。

25障-76 小２年・男 外貌・露出部分の醜状

　朝のトレーニングの後、教室で他の児童とトラブルになり、他の児童に投げ飛ばされ、ロッ

カーの角に額をぶつけ裂傷を負った。

25障-77 小２年・女 外貌・露出部分の醜状

　始業前、本児童は学級の児童数人で、校庭のブランコで遊んでいた。本児童がブランコに乗っ

て遊んだ後、他の児童と交替した。他の児童がブランコをこいでいるとき、着ていたジャンパー

を落としたため、本児童が拾ってあげようとしてしゃがんだ時、ブランコの座板が顔（額）に

当たり、眉間部が縦に３cmほど切れた。

25障-78 小２年・女 視力・眼球運動

　本児童は、数人の児童と、遊具施設で遊んでいた。始業のチャイムが鳴りそうなことを、他

の児童に知らせるため、ターザンロープの敷地内を斜めに横断していたとき、他の学年の児童

２名がターザンロープに乗っていた。その児童の足（靴）と、ターザンロープの結び目が本児

童の顔面にあたり、地面に倒れて頭を打った。

25障-79 小２年・女 外貌・露出部分の醜状

　朝休みに、教室で他の児童たちがけんかをしており、一人の児童が机の上にのって椅子を振

りかざすフリをしたところ、手が滑り、しゃがんでいた本児童の額に椅子が当たった。

25障-80 小３年・男 外貌・露出部分の醜状

　始業前の特定時間中、おにごっこをしていたところ、木の根につまずき、枝を切った状態の

ところ（直径４cmくらい）に倒れ、右の頬が深く切れた。

25障-81 小５年・女 外貌・露出部分の醜状

　廊下と教室の間のすりガラスの窓の上の方にセロテープが貼ってあった。その部分から教室

の中を見ようとジャンプした際、廊下の荷物を掛けるフックに左足大腿部を引っ掛け裂傷を

負った。

25障-73 小６年・女 歯牙
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　始業前に、教室の出入り口の鴨居に両手でぶら下がっていたところ、手を滑らせて落下した。

その際、ドアの内側に付いている鍵のつまみの部分に右膝が当たり大きくえぐれた。

（４）授業終了後の特定時間中
25障-83 小２年・男 視力・眼球運動

　授業が終わり、通学バスを待っている間、鬼ごっこをして遊んでいた。他の児童も同じよう

に、通学バスを待っている間、小石（３cm）をプラスチックのバットで打って遊んでいた。

その前を横切ったとき、石が本児童の右眼に当たった。

25障-84 小２年・男 歯牙

　前を歩いていた児童が水筒をふり回したため、その水筒が本児童の口元に当たった。

25障-85 小２年・男 視力・眼球運動

　コンビネーションジムから落下した。

25障-86 小３年・女 手指切断・機能

　授業の終了後、机と机の間を両腕をついて移動して遊んでいた。一番前の机に両腕をついた

時、勢いが余って机が前に倒れ、本児童も前に倒れ床にころがった。その際、手を打ち右手小

指の色が白くなり、パンパンに腫れてしまった。

25障-87 小５年・男 手指切断・機能

　通用門が閉まりそうになったので、門を手前に引いて開けようとした際に、足が滑り、門の

持ち手（金属部分）と壁の間に手指を挟んだ。

25障-88 小５年・男 視力・眼球運動

　下校しようと校門に向かって他の児童と通路を歩いていた。同じ敷地内にある高校生とすれ

違い、４mほど離れたとき、高校生が持っていた傘を投げた。そのことに気付かず、本児童が

振り返ったため傘が左眼に当たってしまい、大きく挫傷した。

〔Ⅴ〕通学中
（１）登校中
❶徒　歩

25障-89 小２年・男 上肢切断・機能

　登校中、通学路の陸橋を下りていたとき、陸橋の階段が凍っていて、足を滑らせた。左手に

持っていた傘でバランスをとろうとしたが、うまくつけず、４段下の踊り場に左肘から転落し、

左腕を骨折をした。

25障-90 小２年・男 歯牙

　登校中、横断歩道を歩いて渡っていた。登校班の班長より「はやく」と声がかかり、本児童

は走り出した。その際、手が出ることなく転んだため、顔面から歩道に突っ込んだ。

25障-82 小６年・男 外貌・露出部分の醜状
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　集団登校中、緩やかな上り坂になっている通学路の側溝の蓋の上を歩いていたとき、路面が

凍っていたためすべって転び、前頭部を側溝の格子状になっている蓋の部分にぶつけた。

25障-92 小５年・男 外貌・露出部分の醜状

　登校中、路上でガソリンを右上腕部にかけられ火をつけられた。本児童は助けを求め近所の

家へ逃げ込み、ホースの水を使って手当てを受けた。

（２）下校中
❶徒　歩

25障-93 小５年・男 歯牙

　下校中、通学路を歩いていて、通学路の途中にある駐車場のチェーンにつまずき、前方へ転

んで、前歯を強く打った。

25障-94 小６年・女 上肢切断・機能

　集団下校で、通学路を歩いていたところ、他の児童が投げた石が左肩に当たった。

25障-91 小３年・女 外貌・露出部分の醜状
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２　中学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科等
（１）体育（保健体育）
❶水　泳

25障-95 中２年・女 視力・眼球運動

　水泳の授業が見学だったため、グラウンドで草取りを行っていた。バレーボールコートに引

いてあるロープの下に草があったため、ロープを引っぱり草を取ろうとしたところ、ロープを

止めてあった杭が外れて本生徒の右眼に当たった。

25障-96 中３年・男 精神・神経

　水泳の授業で、本生徒がプールサイドから飛び込みをした際、頭部をプールの底に強打した。

❷マット運動
25障-97 中１年・男 視力・眼球運動

　体育の授業中、武道場でマット運動のテスト終了後に、別のマットでとび前転を行った際、

着地するときに自分の膝が左眼に強く当たった。

25障-98 中１年・女 せき柱

　倒立前転で勢いがつきすぎ、背中から落ちて背部と腰部を負傷した。

❸サッカー・フットサル
25障-99 中１年・男 視力・眼球運動

　体育の授業中、校庭でサッカーの試合をしていた。味方チームの１人が他の生徒にパスしよ

うと蹴ったボールが本生徒の顔面に当たり、右眼を負傷した。

25障-100 中１年・男 視力・眼球運動

　体育の授業中に、グラウンドでサッカーの試合を行っていた。ゴールに向かってボールを追

いかけていたとき、キーパーが足を出して止めたボールが跳ね返えり、本生徒の右眼に当たっ

た。

25障-101 中２年・男 視力・眼球運動

　体育の授業中に、サッカーのゲームをしていた。ゲーム中に、他の生徒とトラブルになり顔

面を膝で蹴られた。

25障-102 中３年・男 手指切断・機能

　体育の授業中、サッカーをしていて、ボールを他の生徒と競り合っていたところ、バランス

を崩して転倒し、不自然な形で指を地面で強く突いた。

25障-103 中３年・男 外貌・露出部分の醜状

　体育の授業中、運動場でサッカーの試合をしていたところ、ヘディングシュートをしようと

して、複数の生徒とボールをせり合い、頭同士が激突した。
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❹ソフトボール
25障-104 中１年・男 歯牙

　教科担任が巡回指導をする授業形態の体育の授業中に、２コートに分かれてソフトボールの

ゲームをしていた。相手チームの生徒が打席に立ってボールを打ち、一塁に走ろうとしてバッ

トを戻した際に、キャッチャーをしていた本生徒の口にバットが勢いよく当たった。

25障-105 中３年・男 視力・眼球運動

　体育の時間、ソフトボールの授業で「トス・バッティング」をしていた。本生徒は、グルー

プの中で守りの役をしていた。隣のグループの生徒がバッティングをして球を打ったところ、

ボールが山なりに高く上がって飛び、本生徒の右側方から眼に当たった。

❺バスケットボール
25障-106 中３年・男 手指切断・機能

　体育でバスケットボールの試合をしていた際、パスボールを

捕ろうとして、左手小指を突き指した。

❻準備・整理運動
25障-107 中２年・女 胸腹部臓器

　体育の授業中、準備体操後に校庭を走っていたところ、２周目にさしかかったところで急に

意識を失い倒れた。授業担当の体育科教諭がすぐに駆け寄って声をかけたが、反応がなく、心

肺停止状態であった。

❼体操（組体操）
25障-108 中２年・男 上肢切断・機能

　体育館で体育大会の組体操の練習中、４人─２人─１人のタワーを作り、本生徒は２段目に

乗っていた。１段目が立ち上がり、２段目が立ち上がるときにバランスを崩し床に落ちた。頭

から落ちそうだったため、頭をかばうために左上腕を床に着いて負傷した。

❽その他

　体育の授業で、アルティメット（フリスビーを使った陣取りゲーム）を行っている際、フリ

スビーを取りに行こうと低姿勢になったところ、同じフリスビーを捕りに走ってきた他生徒の

左膝が本生徒の右眼に当たった。

25障-110 中１年・男 視力・眼球運動

　フォークダンスを終え一旦着席をした。そのとき、同じクラスの生徒がふざけて本生徒に向

かってスライディングをしてきたため本生徒が床に倒れ、顔面を強打した。眼鏡が破損し、眼

を床と眼鏡で打撲した。

25障-111 中３年・男 上肢切断・機能

　体育大会総合練習で、ムカデ競争の練習の際、息が会わなくなり左側に転倒した。その時、

左手を地面につき前腕を負傷した。

25障-109 中１年・男 視力・眼球運動
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（２）家庭（技術・家庭）
25障-112 中１年・男 視力・眼球運動

　技術の授業で木工の作業中、ヤスリの柄が取れそうだったので金づちでたたいたところ、破

片が左眼に入った。

（３）その他の教科
25障-113 中２年・男 視力・眼球運動

　外部講師による合唱指導中に、体育館特設ステージで歌っていたところ、立っていた机から

意識をなくして落下し、体育館フロアに全身を打撲、特に、左顔面を強打した。

25障-114 中２年・女 精神・神経

　授業中に席に座っていると、後ろの席の生徒に椅子を引かれ、椅子から落ちお尻を強打した。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動
❶学級（ホームルーム）活動

25障-115 中２年・女 精神・神経

　本生徒は、既往症があり、病院で定期検診を受けていた。学校生活管理指導表では、要管理

Ｄとされ、中等度の運動も可とされていた。災害時、本生徒は、自宅から学校までの約1.5km

の距離を徒歩通学し、校門で登校を急ぐよう声を掛けられた。その後、昇降口を通過し南棟２

階踊場まで早歩きをした。南棟２階の踊場から北棟３階の教室までは小走りをし、時間内に自

席に着席した。朝の会が始まって数分後、急に教室の座席から落ちるように倒れた。

❷ドッジボール
25障-116 中１年・男 視力・眼球運動

　本生徒は既往症があり視力が悪いため、メガネをかけているが運動部に所属し、普通の生活

をしている。この日は、５・６校時が、学年レクリエ―ションでドッジボールの試合をしてい

た。本生徒の班の試合中にパスボールを捕ろうとして、捕り損ねて左眼（メガネの上）にボー

ルが当たった。

（２）日常の清掃
25障-117 中１年・男 手指切断・機能

　朝の掃除中、トイレでデッキブラシを使ってタイルを磨いていたところ、力を入れた際にデッ

キブラシの柄が折れ、折れた柄の間に左小指を挟み、負傷した。

25障-118 中１年・男 視力・眼球運動

　第二理科室の掃除だったので、その前の廊下にいた。そこで、他の生徒と、改造したボール

ペンの芯を飛ばして遊んでいたところ、他の生徒の飛ばしたボールペンの芯が本生徒の左眼に

刺さった。

障　害　編　　45



　朝掃除をしていたところ、同じ清掃区域担当の他の生徒がホウキを手にバッティングの真似

をしていたとき、誤ってホウキが手から離れて飛んだ。その際、柄のキャップが取れて、柄の

金属部分が本生徒の右眼横に当たった。

　清掃の分担場所に移動中、階段を降りていたときに後ろから他の生徒に押され、バランスを

崩して倒れ、歯を折った。

25障-121 中３年・男 外貌・露出部分の醜状

　清掃時、外掃除担当で校庭の草刈を行うため、各自で鎌を持ち作業を行っていた。その際、

立ち鎌を持っていた他のクラスの生徒が後方を確認し、肩にかついでいた立ち鎌を振り上げた。

振り上げたと同時に、後ろを本生徒が手を洗おうと水道に向かって走ってきたため、鎌が本生

徒の顔に当たり、顎から右頬にかけて切り上げた。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）運動会・体育祭

25障-122 中３年・男 歯牙

　体育祭の学年練習でムカデ競争の練習中、前列にいた生徒の肩甲骨に治療中の前歯が当たっ

た。

25障-123 中３年・男 外貌・露出部分の醜状

　体育祭の学年競技のタイヤ取りをしているとき、相手の手が強く顔面に当たり、ふらついて

後ろに転倒した。

（２）競技大会・球技大会
❶サッカー・フットサル

25障-124 中３年・男 外貌・露出部分の醜状

　サッカーの競技中、相手選手と接触し、相手選手の頭部が右頬に

当たった。

（３）その他健康安全・体育的行事
❶スキー

25障-125 中１年・男 歯牙

　学校のスキー合宿中、講習を受講していたときに斜面で転倒し、自分のスキーの板で顔面を

打った。

25障-119 中１年・女 外貌・露出部分の醜状

25障-120 中２年・男 歯牙
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（４）遠　足
25障-126 中１年・女 外貌・露出部分の醜状

　遠足で山にオリエンテーションをしながら登った。広場にある自転車で回旋する遊具を押し

て遊んでいたら、スピードが出て追いつけずに転倒した。その際、近くにあったコンクリート

の椅子の角に額を打って負傷した。

25障-127 中２年・女 外貌・露出部分の醜状

　飯ごう炊はんで昼食の焼きそばを作っていたとき、火がジーパンの裾に移り、ジーパンが燃

えて両足のふくらはぎや膝に火傷を負った。

（５）その他集団宿泊的行事
25障-128 中２年・女 外貌・露出部分の醜状

　集団宿泊学習に参加し、サイクリングを行っていた。下り坂にさしかかったとき、思ってい

た以上にスピードが出たため、途中で跳ね返るようになり、バランスを崩して自転車ごと、少

し宙に浮いてから、倒れ込むように転倒した。頭部、顔面を強打し擦りむいた。

25障-129 中２年・女 歯牙

　宿泊行事初日、本生徒はハイキングをしていた。下山途中で道を間違え、急斜面でつまずき、

樹木に衝突した。その際に頭部・顔面を強打した。

（６）その他
25障-130 中２年・男 聴力

　スキー遠足中、班行動でコースを滑っていたが、急な斜面から緩斜面にコースが変わるとこ

ろでバランスを崩し、片足が上がってしまいコントロールが利かなくなり、コース脇の木に顔

面からぶつかった。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶短距離走

25障-131 中３年・女 外貌・露出部分の醜状

　生徒３人が部活動の時間に、体育小屋から砲丸を持ち出し、体育小屋の前でキャッチボール

をしていた。場所を砂場に変えて、砂場にいた生徒を砂場の外に出して、砂場に向けて砲丸を

投げ始めた。３人目に投げた生徒の手元が狂い、砂場の横で他の生徒と話しをしていた本生徒

の右側頭部に当たった。

❷持久走・長距離走
25障-132 中２年・男 胸腹部臓器

　本生徒は陸上部に所属し、町主催の駅伝大会に参加していた。本生徒の体調は普段と変わり

なかった。駅伝の２区担当で、タスキを受け取り、約２キロメートルを完走し次の走者にタス
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キを渡し、応援席まで歩いてくると突然倒れた。その場に居合わせた消防署員が心拍停止となっ

た本生徒に救急救命処置をした。しかし、重篤と判断し、救急搬送ヘリコプターを要請し、医

療センターへ移送した。

❸走り高跳び
25障-133 中１年・男 上肢切断・機能

　高跳びの練習をしていて、マットの上に着地した際、右肘から着地してしまい、右肘に全体

重がかかった。

❹投てき
25障-134 中１年・男 外貌・露出部分の醜状

　他の生徒が腹を立て、逃げていく本生徒を追いかけ砲丸を投げ、本生徒の右側頭部に当たった。

❺サッカー・フットサル
25障-135 中１年・男 外貌・露出部分の醜状

　サッカーの練習試合中、同じチームの蹴り上げたボールを捕りに行ったとき、相手チームの

生徒と接触し、バランスを崩し転倒した。転倒時に本生徒の顔面と相手生徒の額がぶつかっり

切傷した。

25障-136 中１年・男 視力・眼球運動

　練習試合中に、相手チームの生徒が至近距離から蹴ったボールが本生徒の左眼に当たった。

25障-137 中１年・男 精神・神経

　放課後のサッカー部の練習中、ボールを取り合っていたとき、背後から走ってきた他の生徒

の足が尾骨に当たった。

25障-138 中２年・男 外貌・露出部分の醜状

　サッカー部の新人戦大会に出場していた。相手選手と接触し転倒した際、左肩を地面に強打

し左上腕骨を負傷した。

25障-139 中２年・男 外貌・露出部分の醜状

　サッカーの試合中、相手選手と衝突して転倒し、左前腕を地面に打ちつけた。
25障-140 中２年・男 歯牙

　サッカーの大会で、試合をしていた。本生徒はゴールキーパーのため、飛んできたボールを

止めようとボールに向かっていったとき、相手チームの生徒もボールに向かってきたため、接

触した。その際、相手チームの生徒の肘が本生徒の口に強く当たり、歯を脱臼した。

25障-141 中２年・男 精神・神経

　休日のサッカー部の練習試合中に、ボールを追っていたところ、同じチームの生徒と接触し、

相手生徒の頭部と本生徒の右顔面が強く当たり負傷した。

25障-142 中２年・男 視力・眼球運動

　放課後の練習中、他の生徒の蹴ったボールが本生徒の右眼に当たり負傷した。

25障-143 中２年・男 視力・眼球運動

　春休みのサッカー部活動の練習中、他の生徒が至近距離で蹴ったボールが本生徒の左眼に当
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たり負傷した。

　サッカーのゲーム形式の練習中、相手チームの選手が蹴ったボールが本生徒の左眼付近を直

撃した。

25障-145 中３年・男 視力・眼球運動

　サッカー部の朝練習終了後、校庭にいた部員の蹴ったボールが、本生徒の右眼に直接当たっ

た。

　総合グラウンドで行われた春季サッカー大会の試合において、ヘディングでボールのせり合

いをした際、相手選手の頭が強く本生徒の口に当たり負傷した。

25障-147 中３年・男 視力・眼球運動

　サッカーリーグの試合中に、相手チームの選手がクリアするために蹴ったボールが本生徒の

顔面（眼部）に当たった。

❻テニス（含ソフトテニス）
25障-148 中１年・女 視力・眼球運動

　夏休みのテニス部の練習で、球を打ち出す練習をしていた。コートの両側に分かれて、それ

ぞれが自分のタイミングで球を打っていた。本生徒が打った後、後ろの方で球出しをしていた

他の生徒のラケットが本生徒の顔面に当たり、眼と鼻を打撲した。

25障-149 中２年・男 足指切断・機能

　夏季休業中のソフトテニス部の部活動で、練習が終わって、解散した直後、同じ部の生徒の

一人がふざけて本生徒に蝉をつけようとしてきた。蝉が苦手な本生徒は、慌てて逃げ、フェン

ス際の木の根元につまづき、勢いよく転倒した。その時、右足の親指と左肩を痛めた。

25障-150 中２年・男 歯牙

　学校のグラウンドでテニス部が練習のボール回収をしており、部員全員がラケットでボール

をコート中央のネットに集めていた。他の生徒はラケットでボールを打ってネットに送ってい

たが、周囲を見ていなかったため、近くにいた本生徒に気が付かず、ラケットを振った。ラケッ

トのガット面、フレームが本生徒の顔の口の部分に当たった。

❼ソフトボール
25障-151 中２年・女 手指切断・機能

　ソフトボールの練習中にボールを受け損ね右手中指を痛める。

25障-152 中３年・女 手指切断・機能

　練習試合中に相手選手の打ったライナーを両手で取りに行き、ボールがグローブに入る前に

右手中指先端に当たった。

❽野球（含軟式）
25障-153 中１年・男 外貌・露出部分の醜状

　夏季休業中、野球部で練習をしていた。練習が終わり帰ろうと自転車に乗った際、自転車の

25障-144 中前２年・男 視力・眼球運動

25障-146 中３年・男 歯牙
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前籠にある水筒を取ろうとしてバランスを崩し、校庭側の段差になっている側に自転車ごと落

ち、顔面と左腕を負傷した。

　野球部の活動中、ノックを受け終えた際、送球を受け取る係の前を通ってしまい、右眼部に

ボールがぶつかった。

25障-155 中１年・男 歯牙

　部活動で野球の練習中、ノックを受けていた。高いフライをキャッチしようとした際、うま

くキャッチできず、ボールが口に当たり負傷した。

　野球部の練習試合中に、打席に立ったところ、バットに当たった自打球が直接右眼に当たっ

た。

25障-157 中２年・男 視力・眼球運動

　野球部の練習でバッティング練習を２カ所にわかれて行っていた。ボールを拾おうとして下

を向いたとき、隣でバッティング練習をしていた生徒の打ったボールが本生徒の左眼に当たっ

た。

25障-158 中２年・男 視力・眼球運動

　部活動の野球練習試合中に、自打球が左眼に当たった。

25障-159 中２年・男 精神・神経

　当日、雨天だったため、多目的ホールで野球部のトレーニング中、同じ部活の生徒と何回か

息止めをしていて、意識が遠のき、後方に転倒して、床に後頭部を強打した。

25障-160 中２年・男 視力・眼球運動

　野球の練習試合で、自打球が右眼にあたった。

25障-161 中２年・男 視力・眼球運動

　日曜日に野球部の練習でサッカーボールを使用したトレーニングをしていた。その際チーム

メイトが蹴ったサッカーボールが本生徒の右眼にあたった。

25障-162 中２年・男 視力・眼球運動

　部活動で野球の打撃練習をしていた。ピッチングマシンから出るボールを本生徒が打ったと

ころ自打球となり顔面に当たり負傷した。

　公式戦試合中、二塁走者として離塁していた際、相手投手の投げた牽制球が本生徒の顔面を

直撃した。

25障-164 中２年・男 視力・眼球運動

　キャッチャーの練習をしている際、中腰で下を向いた姿勢から顔を上げかけたところ、近く

でキャッチボールをしていた生徒の投げたボールが左眼に当った。

25障-165 中２年・女 視力・眼球運動

　野球部の大会中に、自分が打ったボールが眼に当たり負傷した。

25障-154 中１年・男 視力・眼球運動

25障-156 中２年・男 視力・眼球運動

25障-163 中２年・男 歯牙
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　野球の試合中、自分の打った打球が、直接右眼に当たった。

　地区大会で、打席に入った際に、バントを試みたが打ち損ない、自打球が左眼を直撃し負傷

した。

❾バレーボール
25障-168 中２年・女 視力・眼球運動

　部活動中に、ボールを取りに行こうとして他の生徒と衝突してしまった。その際、本生徒の

額から右眼辺りに相手の頭部が当たった。

❿バスケットボール

　バスケットボール部の活動中、ディフェンスをしていたときに、他部員の肘が本生徒の右眼

に当たり負傷した。

⓫ラグビー
25障-170 中１年・男 視力・眼球運動

　タックルに行った際、失敗しうつ伏せになり、上から他の生徒が倒れ、右眼辺たりを地面で

強打した。

⓬バドミントン
25障-171 中１年・男 外貌・露出部分の醜状

　放課後の部活動で、体育館の渡り廊下で練習していたところ、シャトルが屋根にのってしまっ

た。それを取ろうと、体育館横に置いてあった平均台から屋根に飛び移ろうとしたところ、手

が滑り落下して、左腹部を強打し、左腕を骨折した。

25障-172 中２年・男 視力・眼球運動

　シャトルを投げ上げて、ネット越しにきたそのシャトルを他の生徒がスマッシュするという

練習中に、スマッシュされたシャトルが本生徒の左眼に当たって負傷した。

25障-173 中２年・男 視力・眼球運動

　体育館でバドミントン部の練習中、ダブルスを試合形式で行っていた。相手の打ったシャト

ルがコートの中央辺りにきたため、本生徒の左後方にいたペアの生徒が打ち返そうとラケット

を振ったところ、前方にいて打ち返そうと振り向いた本生徒の顔面をラケットが直撃し負傷し

た。

25障-174 中２年・男 視力・眼球運動

　体育の授業中、バドミントンの練習をしていて、自分で真上に投げたシャトルを打とうとし

たが打ち損ない、ラケットの縁に当たったシャトルが右眼にぶつかった。

⓭柔道
25障-175 中２年・男 視力・眼球運動

　格技室で柔道部の部活終了後、友達とじゃれあっていた。寝転がっていた本生徒の顔面（眼

25障-166 中３年・男 視力・眼球運動

25障-167 中３年・男 視力・眼球運動

25障-169 中１年・女 視力・眼球運動
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鏡をしていた）に他の生徒が倒れこみ、左眼を痛めた。

⓮弓道
25障-176 中２年・男 視力・眼球運動

　弓道部の練習で、薪藁に向かって弓を打ったところ、薪藁に当たらず体育館の壁に当たって

跳ね返り、本生徒の左眼を直撃した。

（２）文化的部活動
25障-177 中２年・女 下肢切断・機能

　ブラスバンド部の休憩時間、階段を降りようとした時に足を滑らせて左足を痛めた。

（３）林間学校
25障-178 中２年・男 精神・神経

　林間学校で、早朝から宿泊先の農家の畑で農作業をしていた。刈って積んであった草を片付

けようと草の中に手を入れた時、中にいた毒ヘビに左手人さし指の先を咬まれ負傷した。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中

25障-179 中１年・男 視力・眼球運動

　休憩時間、教室で前の席の生徒と口げんかからつかみ合いになり、前の席の生徒を後ろから

はがいじめにした際、その生徒が腕をふりほどこうとして頭を振り、本生徒の左眼を強打した。

25障-180 中１年・男 歯牙

　走って移動をしていて、机の横に置いてあったカバンに足を引っ掛け転倒した。その際、前

歯を机にぶつけ負傷した。

25障-181 中１年・男 視力・眼球運動

　１時限目、口論があったが静まった。２時限目の休憩時間、教室で、本生徒が相手生徒の肩

をたたき続けたため、その生徒が腹を立て、お互いに殴りかかったところ、相手生徒のパンチ

が本生徒の左眼に当たった。

25障-182 中２年・男 手指切断・機能

　休み時間に教室で椅子に座っていたところ、他の生徒数人が本生徒の上に乗ってきたりして

いるうちにバランスが崩れ椅子が倒れた。抜け出そうとした本生徒の指を椅子の背もたれ部分

が直撃した。

　学校での出来事による障害

25障-184 中２年・男 視力・眼球運動

　休憩時間中、教室で勉強している他の生徒の頭を小突くなどをして邪魔をしていたところ、

他の生徒はそれを払い除けるために右手を握りこぶしにして突き出した。そのこぶしが、本生

25障-183 中２年・男 下肢切断・機能
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徒の左眼の下辺りに当たった。

25障-185 中２年・男 外貌・露出部分の醜状

　休み時間、教室で、他のクラスの生徒とケンカになり、もみ合う

うちに勢い余って窓ガラスに突っ込み、割れたガラスで顔面（眉間

から左眼の目頭、下まぶたを通って、左眼の下まで）を切った。

25障-186 中２年・男 せき柱

　休み時間に本生徒は校舎２階の教室から窓越しにひさしの部分に降りて、そこから下の１階

ベランダ部分に飛び降り、足から着地し転倒した。

　水泳（体育の授業）が終わり、教室で着替えをしているとき、上級生２名が本生徒のところ

に来て、話をしていた。話の途中で上級生の１人が本生徒の右眼を手で殴った。

25障-188 中３年・男 視力・眼球運動

　休み時間に、同級生に頬を殴られ、左眼に２回ひざ蹴りを受けた。

　休み時間に教室内で、他の生徒数名からからかわれた。最後にからかった生徒を追いかけ室

内を走っているときに、別の生徒が足を出したため、その足につまずいて転倒し、左肘を床に

強く打ちつけた。

25障-190 中３年・女 精神・神経

　休み時間、トイレに行こうとして教室から廊下に出た時、走ってきた生徒が背後からぶつか

り、うつぶせに転倒した。

（２）昼食時休憩時間中
25障-191 中１年・男 精神・神経

　昼休みに廊下を歩いていたところ、ふざけていた友達が他の生徒に押され、本生徒にぶつかっ

てきたため、頭部を廊下のコンクリートの柱に強打した。

25障-192 中２年・男 胸腹部臓器

　昼休みに、他の生徒５人とバスケットボールをしていた。シュートを打とうとした時にディ

フェンスをしていた生徒がぶつかってきて、本生徒と一緒に着地した。その際、下腹部にその

生徒の膝が入り強打した。

　昼休みに教室前の廊下で、他の生徒と二人で遊んでいた。単なるじゃれ合いから始まった遊

びが、徐々にエスカレートし他の生徒が本生徒の頭部に腕を回し強く押さえた。その際、他の

生徒の腕が本生徒の眼の辺りを強く圧迫するかたちになった。

　昼休み、本生徒と他の生徒が廊下でふざけて走り回っていた。教室に入って他の生徒が本生

徒の背後から腕をつかんでいたところへ、別の生徒が助走をつけて跳びかかり、本生徒の右肩

25障-187 中２年・男 視力・眼球運動

25障-189 中３年・男 外貌・露出部分の醜状

25障-193 中３年・男 精神・神経

25障-194 中３年・男 外貌・露出部分の醜状
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を蹴った。その勢いで背後にあった廊下側の窓ガラスに顔面をぶつけ、割れたガラスで顔面と

歯を負傷した。

（３）始業前の特定時間中
25障-195 中１年・男 下肢切断・機能

　朝、本生徒が足のケガのため、松葉杖をついて登校していて生徒用玄関の戸を開けて中へ入

ろうとしたところ、バランスを崩して転倒し、強く体の左側をコンクリート床で打った。

25障-196 中２年・女 外貌・露出部分の醜状

　始業前の時間に、教室で他の生徒と鬼ごっこをして遊んでいた。走って逃げながら教室の出

入り口のドアを閉めた。そこに、他の生徒が追いかけてきて、そのままドアに突っ込みガラス

が割れた。その割れたガラスで本生徒は左前腕部を負傷した。

25障-197 中２年・男 視力・眼球運動

　生徒数名が廊下で談話していた。登校してきた本生徒がその生徒の一人にちょっかいを出し、

言い争いになった。怒った生徒が本生徒の顔面を殴った。

（４）授業終了後の特定時間中
25障-198 中１年・男 外貌・露出部分の醜状

　部活動終了後、体育館玄関で先輩とふざけて遊んでいた。靴を履きながら、先輩の手を振り

払って外へ出ようとした際、下を向いたまま飛び出したため、入り口のガラス面に顔からぶつ

かった。

25障-199 中１年・男 外貌・露出部分の醜状

　放課後、予せん会練習が終わり、教室への移動の際に体育館玄関の扉を前の生徒が閉めた。

その生徒に追随していた本生徒は、左足で扉を蹴って開けようとしたところガラスが割れて足

が入り、その足をガラスから抜いたためガラスで左下腿に裂傷を負った。

25障-200 中２年・男 精神・神経

　他の生徒がふざけて背後から首をしめてきた。本生徒は振り払おうとして、もがいて倒れた。

その際、教室後方のロッカーに側頭部（右耳）を強くぶつけ負傷した。

　帰りの会終了後、昇降口付近で３年生の先輩と出会い、ふざけて追いかけあいをしていた。

本生徒が追いかけて行ったとき、逃げていた先輩が外へ出て昇降口のガラス扉を閉めてしまっ

た。勢いがついていた本生徒は、左腕からガラス戸に突っ込む形となり、左前腕周辺を切創、

挫創した。

　自転車で下校しているとき、完全下校に間に合わそうと校門の手前でスピードを出したとこ

ろ、ペダルを踏み外し自転車ごと１回転して顔から地面に落ちた。

25障-201 中２年・男 外貌・露出部分の醜状

25障-202 中２年・女 歯牙

54



　この日は部活動が休みだったが、帰りの会後、体育館に寄り他の部活動の生徒とステージ上

で畳を使って遊んでいた。誤ってステージ上から体育館床に転落し、腰部を強打した。

　掃除時間までの５分休憩時間に同級生と些細ないさかいをして、蹴ろうとした本生徒の足を

相手の生徒が持ったために転倒し、床で頭部を打撲した。

25障-205 中３年・女 聴力

　放課後、他の生徒と話をしていた。その時、他の生徒が本生徒に腹をたて本生徒の左耳をた

たいた。

　放課後、昇降口で他の生徒数人と雑談をしていた。別の生徒が昇降口の横にあるウォーター

クーラーで水の掛け合いをしていたので、濡れないようにと昇降口のドアを閉めようとしたが、

閉まらないため、足で押したところ、ガラスの部分を強く押したためガラスが割れ、足にガラ

スが落ちてきて刺さった。

〔Ⅵ〕通学中
（１）登校中
❶自転車

25障-207 中１年・女 歯牙

　急いで学校に向かう途中、タイヤを溝に落としてしまい、自転車ごと道路沿いの溝（深さ１

m位）に落ちた。

25障-208 中１年・女 精神・神経

　生徒は３時に全員が下校し、部活動がある生徒は部活動開始時間に合わせて再登校すること

になっていた。本生徒は、バドミントン部の部活動に参加するため通常の経路を自転車で登校

していた。その際、突風にあおられバランスを崩し、道路の左側に転倒し、左肘、左膝、左腹

部を地面や自転車にぶつけ負傷した。

（２）下校中
❶徒　歩

25障-209 中１年・男 視力・眼球運動

　下校途中、同じ野球部の友人と口論になり、だんだんエスカレートして、つかみ合いのけん

かになった。雨が降っていたため、持っていた傘を振りまわした。相手生徒が本生徒を折れた

傘の柄でたたき、その際、本生徒の左こめかみに傘の柄がつき刺さった。

25障-210 中１年・男 歯牙

　通常の経路を徒歩で下校中、マンホールの上を歩いた時に、水がたまっていたため足を滑ら

せ、転倒し歯を路面に打ちつけ負傷した。

25障-203 中２年・女 せき柱

25障-204 中３年・男 歯牙

25障-206 中３年・女 精神・神経
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　本生徒は他の生徒３人と一緒に下校の途中、マンションに入り、玄関チャイムを鳴らし、逃

げる遊びをしていた。何回か行っているうちにふざけて、本生徒が他生徒１名をマンションか

ら出られないようにエントランスドアを閉めたため、閉じ込められた生徒がおもいっきり、エ

ントランスドアに体当たりをした。ガラスが割れ、ドアを押さえていた本生徒は顔を負傷した。

❷自転車
25障-212 中１年・男 歯牙

　バスケットボール部の部活動が終わり、自転車で下校中、縁石に乗り上げバランスを崩して

転倒し、顔面と左腕、左足を強打した。

25障-213 中１年・女 歯牙

　終業式が終り下校した際、乗っていた自転車の前輪に自分の足が引っ掛かり転倒し、地面に

あごを打ち前歯を負傷した。

25障-211 中２年・男 外貌・露出部分の醜状
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３　高等学校・高等専門学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科等
（１）体育（保健体育）
❶鉄棒運動

25障-214 高１年・男 せき柱

　体育の授業で器械運動（高鉄棒）練習中、懸垂前後振動中に手が離れ、エバーマットへ尻も

ちをつくような状態で落下した。

❷持久走・長距離走
25障-215 高１年・女 胸腹部臓器

　体育の授業で、持久走中、ゴール直前のグラウンドで、前方を走っていた生徒にぶつかるよ

うな形で転倒した。

❸走り高跳び
25障-216 高２年・男 せき柱

　体育の授業中、走り高跳び（背面跳び）をして着地したとき、マットの上で体が跳ね、マッ

トから落ちてしまった。その際、後頭部から背中の辺りにかけて地面に打ちつけた。

❹サッカー・フットサル
25障-217 高２年・男 手指切断・機能

　体育の授業中に、サッカーのゴールキーパーをしていて、ボールを捕り損ね、右手の親指を

骨折した。

25障-218 高３年・男 歯牙

　体育の授業中に、グラウンドでサッカーをしていて、シュートを決めようとした際、ゴール

キーパーと接触し、ゴールキーパーの額に本生徒の歯が当たった。

25障-219 高専３年・男 視力・眼球運動

　体育の授業でサッカーのゲーム中に、相手チームの生徒が蹴ったボールが本生徒の右眼を直

撃した。

❺ソフトボール
25障-220 高１年・男 歯牙

　体育の授業で、ソフトボールの練習中数名でノックの練習をしていた。本生徒はキャッチャー

をしていたが、ノック側に回ろうと思い立ち上がったところ、バッターが空振りをしてバット

が本生徒の口に当たった。

25障-221 高３年・男 視力・眼球運動

　体育の授業中、校庭でソフトボールの試合をしていた。バッターが打った後に投げたバット

がキャッチャーをしていた本生徒の左顔面に当たった。

25障-222 高３年・男 外貌・露出部分の醜状

　体育の授業でソフトボールを試合形式で行っていた。他の生徒が右バッターボックスで振っ

障　害　編　　57



た金属バットが手から離れ、次の打者として待機していた本生徒の額を直撃した。

　体育の授業でグラウンドを１周した。その後ソフトボールをするので２人１組になりキャッ

チボールをした。相手が投げたボールがバックネットの前に飛んでいったのでボールを捕ろう

として走って行った。しゃがみ込みボールを捕って立ち上がった時、右側面より倒れる。

❻バスケットボール
25障-224 高１年・男 手指切断・機能

　体育の授業中に、体育館でバスケットボールの試合をしていたところ、ロングパスを受け損

ねて指をボールで強く突いて痛めた。

25障-225 高１年・女 精神・神経

　体育でバスケットボールの授業を受け、終了チャイムの鳴る前に、ボールなどの道具の後片

づけを始めた。本生徒もゴールポスト付近に転がっていたボールを集めようとしていたところ、

反対側コートから名前を呼ばれ、振り向いた瞬間にボールが目の前にあり、そのまま胸部でボー

ルを受け止め転倒し、後頭部を床に強打した。

　体育授業でのバスケットボール試合中、本生徒がドリブルをしながら走っていたところへ、

前にいた選手が急にストップしたため、衝突して転倒し、左腕の上に体が乗ったようになった。

25障-227 高３年・男 胸腹部臓器

　体育の時間にバスケットボールの試合をしていた。試合が終了した後、突然、けいれんし後

ろに倒れた。意識消失し、自発呼吸が確認できなくなった。

❼ラグビー
25障-228 高３年・男 手指切断・機能

　タグラグビーの授業中、転倒した時に左手を地面につき、痛めた。

❽スキー
25障-229 高２年・男 視力・眼球運動

　体育の授業中、グラウンドでクロスカントリースキーを行っていたところ、坂で転倒して、

ストックが眼にぶつかった。

（２）その他の教科
25障-230 高１年・女 歯牙

　授業中、椅子に腰掛けた状態で授業を受けていたが、突然てんかんの発作を起こし、左斜め

前方に顔面から倒れ、顔面を床に強くぶつけた。

25障-223 高３年・男 胸腹部臓器

25障-226 高２年・女 上肢切断・機能
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〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動

25障-231 高３年・男 手指切断・機能

　ロングホームルームの時間中にコミュニケーションを取るために担任を含めＡ・Ｂチームに

別れ、キックベースボールをした。相手チームがキックしたボールをキャッチしようとして、

左手小指にボールが当たり負傷した。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）運動会・体育祭

25障-232 高１年・男 手指切断・機能

　体育祭でクラス対抗リレーのウォーミングアップ中、前方に飛び出してきた生徒を避けよう

として、地面に手をつき転倒した。

25障-233 高１年・女 外貌・露出部分の醜状

　体育祭練習の競技練習でムカデリレーを行っていた。足あわせをしていたところ、そのチー

ム全体で転倒し、他の生徒の下敷になった。

（２）競技大会・球技大会
❶柔道

25障-234 高１年・男 精神・神経

　柔道場にて試合を行っていた。試合中、右組みの姿勢から相手選手に

技（払い腰）をかけ、投げようとした際、バランスを崩し、相手選手の

下になる形で共に倒れた。この時、本生徒は左側頭部から畳に倒れ落ちた。

（３）遠　足
25障-235 高２年・女 外貌・露出部分の醜状

　校外ホームルームというクラス別の遠足に行ったとき、バーベキューをしていて、鉄板で熱

した油が下腿部にかかり、負傷した。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶水　泳

25障-236 高１年・男 精神・神経

　水泳部活動の開始前に水泳部員数名とプールサイドから飛び込んで遊んでいた。本生徒が両

腕を斜め後ろにして飛び込んだ際、プール底に頭頂部を強打した。体の自由がきかなくなり溺

れかけたため、他の水泳部員に引き上げられた。
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　水泳部活動中に、飛び込みの練習をしていたところ、入水時に深く入り過ぎ、頚椎圧迫骨折

をした。

❷水球
25障-238 高２年・男 視力・眼球運動

　水球部の練習中、他の生徒の肘が本生徒の右眼付近に強く当たり、負傷した。

❸鉄棒運動
25障-239 高３年・男 精神・神経

　体操部の合宿２日目、セーフティーマットの設置など安全対策確認後、ウォーミングアップ

を入念に行い、基礎的な技の練習、各種目の練習を行った。鉄棒の逆手車輪の練習をしていた

時に、鉄棒から手が離れマットの上に落下し、首や背中を強打した。

❹短距離走
25障-240 高１年・男 歯牙

　陸上部の練習で、サーキットトレーニングをしていたとき、激しい動きを続けていたため意

識が朦朧となり転倒した。その際、グラウンドの縁石に顔面を強打し、唇や歯を負傷した。

❺持久走・長距離走
25障-241 高２年・男 歯牙

　陸上部の自主練習でランニングで河川敷を走っていた。幅３m程度の川を渡ろうとしたとこ

ろ、先に渡った生徒３名が遊び半分で最後に渡ろうとした本生徒に水しぶきをかけようと川に

向かって石を投げた。そのうちの１投が誤って本生徒の歯に当たった。

❻投てき
25障-242 高２年・男 足指切断・機能

　陸上競技部の夏季合宿で、投てきの練習中、他の部員がうまく回転できずに途中で投げるの

を止めた。その際、滑って手からハンマーが離れ、10m位離れて順番を待っていた本生徒の方

向へ飛んで来た。本生徒はとっさに足を引いたが、右足指先にハンマーが当たり負傷した。

❼サッカー・フットサル
25障-243 高１年・男 精神・神経

　サッカーの練習中、ゲーム（８分間交代制）で、フル出場後、交代して次の順番を待ってい

た際、突然右足よりもつれるように倒れた。直ちに、意識・呼吸・脈等のバイタルサインを確

認したが、いずれも正常範囲であった。こちらの呼びかけには反応するが、右半身が動かない

様子で、また言葉もしゃべりにくい状態であった。

25障-244 高１年・男 胸腹部臓器

　サッカーのウォーミングアップのメニューを行っていたとき、お尻から仰向けに倒れた。

25障-245 高１年・男 視力・眼球運動

　他校にてサッカー部の練習試合を行い、ゴールキーパーとして試合に出ていた。ボールを

キャッチした時に相手チームの選手と接触し、相手のスパイクが本生徒の顔面に当たって負傷

25障-237 高２年・男 せき柱
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した。

　サッカー部の遠征中、宿泊施設の浴室で、別の生徒が蛇口から浴槽に流していた水を数名の

生徒にかけていた。調子に乗った生徒が水と一緒に流れていた熱湯を桶に汲みいれて本生徒の

大腿部にかけた。

25障-247 高１年・男 上肢切断・機能

　サッカーの部活動で他校にて試合中、シュートを打とうとしたところ、相手選手と接触し、

左側から転倒した。同時に右上から相手選手が倒れてきて、左鎖骨を強打圧迫した。

25障-248 高１年・男 手指切断・機能

　サッカーの練習試合でゴールキーパーをしていた。相手チームの蹴ったボールを止めようと

した際、ボールが左手第５指に当たった。

25障-249 高１年・男 精神・神経

　グラウンドでサッカー部活動の試合中に相手選手とボールを競り合い、バランスを崩し転び、

左手を地面についた。

　サッカー部の部活動中にヘディングの練習をしていて、競り合いになり、他の部員の頭が本

生徒の顔面にあたった。

25障-251 高２年・男 視力・眼球運動

　サッカーの部活動中、他の部員の蹴ったボールが至近距離から本生徒の左眼に当たり負傷し

た。

25障-252 高２年・男 歯牙

　サッカー部の練習中にゴールキーパーをしていた。ボールを追って顔からゴールポストにぶ

つかり負傷した。

25障-253 高２年・男 胸腹部臓器

　室内練習で校舎を使ってのトレーニング中、２周目の２階階段前で倒れた。同じ階で他部の

生徒が練習していたため、倒れるところを目撃した。意識を確認するが、呼びかけに反応がな

く、外傷はないが手先が硬直しているように見られた。（息は感じられ、脈は速く感じられた。）

　サッカー部の練習後、帰ろうと校庭の階段を走っていたところ、勢い余って階段を踏み外し、

転倒した。階段の角で左手と左膝を負傷した。

25障-255 高３年・男 外貌・露出部分の醜状

　練習ゲーム中、相手選手とゴール前で接触した。その際スパイクが本生徒の顔に当たり切っ

た。

❽テニス（含ソフトテニス）
25障-256 高１年・男 歯牙

　部活動の練習前に、当番の順番について口論となり、他の部員に拳で左頬を殴られた。

25障-246 高１年・男 外貌・露出部分の醜状

25障-250 高２年・男 歯牙

25障-254 高２年・男 外貌・露出部分の醜状
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❾野球（含軟式）
25障-257 高１年・男 視力・眼球運動

　野球部の練習試合中、ベンチに控えていたところ、相手チームの選手が打ったファールボー

ルがベンチに飛んできて、本生徒の左眼部に当たった。

25障-258 高１年・男 視力・眼球運動

　野球部の練習中、マシンを使ったバントの練習をしていたが、自らバントした打球が右眼を

直撃した。

25障-259 高１年・男 歯牙

　部活動中グラウンドでシートノックをしていたとき、ベースに当たったボールが跳ね返り、

本生徒の口に当たった。

25障-260 高１年・男 視力・眼球運動

　野球部の活動で、ピロティでバッティングの練習をしていたとき、本生徒が自分で打ったボー

ル（自打球）が跳ね返り、右眼を直撃し負傷した。

　野球部の夏季合宿３日目、他校と練習試合中、本生徒は遊撃手をしていて、投手からの牽制

球を受け損ね口元に当たった。

25障-262 高１年・男 視力・眼球運動

　放課後、試合形式の練習中に本生徒は打席に立ち、バットに当たったボール（自打球）がそ

のままの顔面（右眼）を直撃した。

25障-263 高１年・男 歯牙

　放課後、野球グラウンドで練習に参加していた。ノックを受けていた際、照明とボールが重

なって見失い、ボールが顔面に当たった。

25障-264 高１年・男 視力・眼球運動

　野球部の練習中、ボールを拾っているときに、ネットのすき間から飛んできた打球が本生徒

の右眼に当たった。

　部活動中、バントの練習をしていて、自打球が顔面に当たった。

　部活動を始めるため、グラウンド整備を行っていた。降雪のため下ろしてあった防球ネット

を上げようと他の生徒３人と、３ヶ所の巻き上げ機を操作した。本生徒が操作していた巻き上

げ機のロックが効かなかったため、巻き戻るとハンドルが回転し危ないのでハンドルを抜こう

とした。ハンドルがすべて巻き終わらないうちに本生徒が手を離したため、ハンドルで左顎を

強打した。

25障-267 高１年・男 歯牙

　野球部活動中、守備練習をしていた際、打球がネットの支柱に当たって、軌道が変わり、本

生徒の口に当たった。

25障-261 高１年・男 歯牙

25障-265 高１年・男 歯牙

25障-266 高１年・男 歯牙
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　グラウンドで、野球のバッティング練習中、本生徒の投げた球を、バッターが打ち返した。

そのボールが防球ネットをかすめ、打球の方向が変わり、本生徒の右眼付近を直撃した。

25障-269 高１年・男 歯牙

　野球部活動中に、運動場にて、外野の守備練習をしていた。高く上がった打球を追って走っ

ていた時に、同じように打球を追って走っていた別の生徒と衝突し、顔面（口部）を強く打っ

た。

25障-270 高１年・男 手指切断・機能

　守備の練習中、本生徒は一塁を守っていた。三塁の選手が一塁に投げたボールを本生徒が捕

ろうとした時、ボールが右手に当たり小指を負傷した。

25障-271 高１年・男 歯牙

　練習中、ノックボールの受け渡しを行っていた際、返球を受け損ねて口にボールが強く当た

り負傷した。

　硬式野球部グラウンドにて練習中、ノックを受けているとき、本生徒は一塁で守備練習をし

ていた。ノッカーが打った打球が目の前でイレギュラーし、口に当たった。

25障-273 高１年・男 歯牙

　紅白戦をしていて、自分の打ったボール（自打球）が顔に当たり口と歯を負傷した。

25障-274 高１年・男 視力・眼球運動

　グラウンドで、野球部の練習試合を行っていた。バッターランナーで走行中、一塁の手前で

投げられたボールが眼に当たった。

25障-275 高１年・男 視力・眼球運動

　打撃マシーンを使っての練習中、打者交代の際、マシーンが作動しているのに気付かずに打

席に入ろうとした本生徒は、飛んできたボールを右眼に当て負傷した。

　練習試合後の練習中、打撃投手をしていた本生徒の右上唇に打球が直撃した。

　野球部の部活動中、雨天練習場でティーバッティングの練習をしていた。打者にボールをト

スしていた際、打球が左眼部に当たり負傷した。

25障-278 高１年・男 外貌・露出部分の醜状

　部活動時のトレーニングで走っていたところ、一緒に走っていた生徒がぶつかって来て、そ

の生徒の頭が本生徒の左眉に当たった。

25障-279 高１年・男 精神・神経

　部活動で野球をしていた。バッティング練習をしていた際、打球（自打球）が頭に当たり負

傷した。

25障-268 高１年・男 視力・眼球運動

25障-272 高１年・男 歯牙

25障-276 高１年・男 歯牙

25障-277 高１年・男 視力・眼球運動
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　軟式野球部活動中にホールで素振りをしていた部員のバットが、マネージャーである本生徒

の右側顔面に当たり負傷した。

25障-281 高２年・男 歯牙

　野球部でピッチングマシンの準備をしていた。マシンの軌道が安定しないため、修正をして

いたところ、大きくそれた球がバッターボックス付近にいた本生徒の顔面に当たった。

25障-282 高２年・男 視力・眼球運動

　野球部の練習でティーバッティング中、本生徒はトスをしていた。打者が打ったボールがイ

レギュラーして本生徒の顔面（眼）に当たった。

25障-283 高２年・男 歯牙

　他校との練習試合中、相手校の選手の打ったボールを、レフトの守備についていた本生徒が、

半身になって後方に追った。キャッチした直後、踏み出した足が滑り、バランスを崩し、背後

にあったフェンスに顔面を強打した。

　試合出場中、本生徒は守備についていた。相手チームの打球が速めのゴロとなって３塁側に

飛んできた。それを受けようとした時、ボールが本生徒の右大腿と睾丸部に強く当たった。

25障-285 高２年・男 歯牙

　野球部の部活動中、グラウンドで試合形式の練習をしていた。守備をしていた際にランナー

と接触し、ランナーのヘルメットが本生徒の口に当たった。

25障-286 高２年・男 歯牙

　野球部の部活動中に、本生徒がボールを打った直後、別の場所で打撃練習をしていた部員の

打球が、本生徒の顔面に当たった。

25障-287 高２年・男 歯牙

　雨のため野球場が使えず、学校の近くの多目的練習場で打撃練習をしていた。待っていた打

席の隣の打席が空いたので、目の前の生徒に「振るな」と声をかけて後ろを通って打席に入ろ

うとした。しかし、周囲の音に声が消されて聞こえなかったので、その生徒はバットを振って

しまい、バットの先端が本生徒の口に当たった。

25障-288 高２年・男 視力・眼球運動

　放課後の部活動練習終了時に、野球グラウンドでグラウンド整備をしていたところ、他の部

員がキャッチボールをしていたボールがそれ、本生徒の右眼を直撃した。

25障-289 高２年・男 視力・眼球運動

　夏休みの野球部活動中、ランダウンの練習をしていて、本生徒はランナーをしていた。本生

徒が方向を変え振り返った際、振り返った側の野手がボールを投げていたため、そのボールが

本生徒の眼に当たった。

25障-290 高２年・男 視力・眼球運動

　硬式野球部の練習試合中に、バッターボックスで打った球が、自打球となり右眼と鼻に強く

25障-280 高１年・女 外貌・露出部分の醜状

25障-284 高２年・男 胸腹部臓器
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当たった。

25障-291 高２年・男 視力・眼球運動

　ベンチに座っていて、立ち上がった時、横からボールが飛んできて本生徒の眼に当たった。

25障-292 高２年・男 外貌・露出部分の醜状

　野球部の練習中に、運動場にあるピッチングマシンが動かなくなり、調整していたところ、

マシンが動き出しアーム部分が本生徒の頭部及び顔面を直撃した。

25障-293 高２年・男 視力・眼球運動

　硬式野球の試合準備のために、ラインカーに石灰を移す作業を、他の部員と一緒に行ってい

た。ラインカーを揺らして、中に入っている石灰を平らにしようとした時に、ラインカーの石

灰が大きく舞い上がり、本生徒の両眼に入った。

　他校との練習試合の際、本生徒は一塁側ウェイティングサークルにいて、打者の打ったファー

ルボールに気づかず、顔面にボールの直撃を受けた。

25障-295 高２年・男 視力・眼球運動

　野球部の部活動練習中、守備練習をしていた際、キャッチャーをしていた本生徒は、バッター

に気を取られ、ピッチャーの投球を見逃し、ボールが右眼を直撃した。

25障-296 高２年・男 精神・神経

　硬式野球部の自主練習で、野球練習場において、２名１組となってティーバッティングの練

習をしていた。トス役をしていた際、相手打者が打ち損じて、打球が本生徒の右顔面に当たっ

た。

　グラウンドで練習試合の準備をしているときに、相手校の生徒がキャッチボールをしていた。

そのボールがそれ本生徒の右眼に当たった。

　バッティング練習中、チームメイトが打ったボールが本生徒の顔面を直撃した。

25障-299 高２年・男 視力・眼球運動

　野球部の打撃練習で、本生徒はバッティングピッチャーをしていた。３人並んだ一番左側で

投球していた。ボールを投げ終わった後、打球が当たらないよう防球ネットに隠れ右に顔をそ

らしたところ、隣で打ったボールが防球ネットのわずかなすき間を抜けて、本生徒の左眉付近

に当たった。

25障-300 高２年・男 歯牙

　野球の練習試合中、盗塁を刺そうとしたボールを捕ろうとしていた時、ボー

ルがそれてランナーと交錯し、前歯とランナーのヘルメットがぶつかった。

25障-301 高３年・男 歯牙

　野球部の試合中、飛んできたボールを捕ろうとして、他の選手と正面衝突し、

顔と胸をぶつけた。

25障-294 高２年・男 視力・眼球運動

25障-297 高２年・男 視力・眼球運動

25障-298 高２年・男 視力・眼球運動
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　野球部の練習で、マシンを使用してのバントの練習をしていた。ボールがバットに当たらず、

顔面を強打した。

25障-303 高３年・男 歯牙

　グラウンドでバッティング練習中に、バッティングゲージの後ろで次の順番を待っていた際、

隣のゲージで打っていた部員の打球がゲージ前方を支えるポールに当たり角度を変え、本生徒

の顔面に当たった。

❿ハンドボール
25障-304 高２年・男 胸腹部臓器

　ハンドボールの試合中、突然倒れて意識を失う。

⓫バレーボール
25障-305 高２年・女 歯牙

　バレーボール部の部活動で、体育館で試合形式の練習をした。本生徒が飛んできたボールを

受けようとしたしたとき、別の生徒もそのボールを受けようとして衝突した。その際、本生徒

の口元（上門歯）にもう一人の生徒の頭部がぶつかった。

⓬バスケットボール
25障-306 高１年・男 歯牙

　部活動で練習試合をしているとき、相手チームの生徒と接触した。その際、相手選手の肘が

本生徒の顔面（口）を強打し負傷した。

25障-307 高１年・男 精神・神経

　体育館でバスケットボールの練習をしているとき、急に何か興奮した動きをして、膝から崩

れるようにして倒れた。その際、右手足にけいれんが見られ、しばらく意識を失った。

25障-308 高２年・男 歯牙

　春休みにバスケットボールの練習中、シュートに行こうとして空中で別の生徒と交錯し、別

の生徒の頭と本生徒の歯がぶつかった。

　バスケットボールの練習試合で、他校の体育館で練習していた。転がるボールを取ろうとし

て転倒し、その際右手の上に全体重がかかった。

25障-310 高２年・女 外貌・露出部分の醜状

　体育館で、バスケットボールの試合中、本生徒が振り向いた瞬間に、

相手チームの生徒の頭が本生徒の額に強くぶつかった。

　バスケットボール部での試合時に、相手選手と衝突し、顔・口の部分を強打した。

⓭ラグビー
25障-312 高２年・男 精神・神経

　ラグビーの部活動中、接触プレーを伴う練習の際に、本生徒は、コンタクトバッグを持って

25障-302 高３年・男 視力・眼球運動

25障-309 高２年・女 手指切断・機能

25障-311 高３年・女 歯牙
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いるディフェンスプレイヤーへボールを持って当たりに向かったが、頭が下がった状態で相手

部員に当たってしまい、その場で崩れ落ちた。

　ランニング中、急に意識がなくなり転倒。心肺停止の状態になった。

⓮バドミントン
25障-314 高１年・男 視力・眼球運動

　バドミントンの部活動中に、ダブルスのゲーム形式で練習を行っていた。ペアの生徒が、床

に落ちたシャトルをラケットですくい上げたところ、振り向いた本生徒の右眼部にシャトルが

当たった。

25障-315 高２年・男 視力・眼球運動

　バドミントン部活動中、ダブルスのゲームを行っていた。同じシャトルを追いかけ、後衛の

生徒のラケットが本生徒の右眼に当った。

　バドミントン大会に参加していた。試合日程がほぼ終了し、宿舎から外出して川原で花火を

していた。男子生徒がロケット花火を川に向けて次々と点火した。その中の一つが石に跳ね返

り方向が変わり、たまたま近くで花火をしていた本生徒の左眼を直撃した。

⓯ホッケー
25障-317 高１年・女 外貌・露出部分の醜状

　ホッケー部練習中、午後より紅白戦を実施していた。相手チーム守備選手がボールを打ち出

そうとしている所へ、本生徒は飛び込むようにしボールを奪いに行った。その時、守備選手が

振り落ろしているスティックが、本生徒の顔面（鼻部）に当たった。

25障-318 高１年・女 歯牙

　ホッケーの練習試合中、自陣サークルに攻め込まれていた際、本生徒は相手チーム選手のマー

クについていた。絡みつくようにマークについていたため、その選手がシュートした後のス

ティックの先が、本生徒の前歯に当たった。

⓰柔道
25障-319 高定１年・男 精神・神経

　柔道の練習中、相手が一本背負いに入ったが、体勢が低かったため、本生徒は額から畳につ

き、そのまま首が反った状態になった後、背中から倒れ頸部を負傷する。

25障-320 高２年・女 精神・神経

　柔道部の大会で試合中、相手に技をかけようとしてバランスを崩して顔面から倒れた際、相

手の体の下敷きになり、首を痛めた。

⓱レスリング
25障-321 高１年・男 精神・神経

　レスリングの部活動中、スパーリングをしている際に左頭部を再三マットで打撲した。立ち

上がったときに脳震盪状態で意識が弱いまま、左側頭部から前方に倒れ込み再度左頭部をマッ

25障-313 高２年・男 胸腹部臓器

25障-316 高定３年・女 視力・眼球運動
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トで打撲し意識を失う。

　始業前にレスリング部の朝練習でグラウンドをランニングした後、着替えを取ろうとうつむ

いた時に「グキッ」という音とともに座り込み、立てなくなった。

⓲自転車競技
25障-323 高１年・男 手指切断・機能

　自転車競技場で練習中に、乗車中の自転車チェーンのたるみが気になり、前ギアとチェーン

に右人差し指をかけてしまい、第１関節を挟み負傷した。

25障-324 高２年・男 精神・神経

　自転車競技大会の競技中に、本生徒のすぐ前を走行していた選手のスピードが落ち、その選

手の後輪と本生徒の前輪が接触した。このためハンドルをとられバランスを崩してバンク内側

走路へ転倒し、左側頭部と左腰を強打た。

25障-325 高３年・男 せき柱

　自転車競技部の部活動中に、ロードワークで道路を走行していたところ、前方不注意により

停車中の車に追突し転倒した。

⓳その他（パワーリフティング）
25障-326 高３年・男 手指切断・機能

　練習中、バーベルスクワットをしている際バランスを崩した勢いで、体だけが吹き飛ぶ状態

になった。バーベルはその場に落としたが、右手の小指を勢いよく壁についた。

⓴その他（チアリーディング）

　チアリーディング部の練習中、スタンツの練習で、３段目から後ろ向きに下りたときに、

キャッチが低く、支える人の首にぶら下がるような形になり、左腕がけいれんし、しびれを感

じた。

25障-328 高２年・女 歯牙

　チアリーディング部の練習中、スタンツの練習で、１段目の肩の上に２段目が乗り、もう１

組の２段目との間で３段目を支える練習で、横向きに降りてくる３段目の生徒を３人で受け止

めるときに、３段目の生徒の肘が前歯に当たった。

25障-329 高３年・女 外貌・露出部分の醜状

　運動会の昼休みでチアリーディングの演技中、スタンツのヒールストレッチという形で、トッ

プに乗っていた生徒がバランスを崩したが、二回転して降りられると判断して飛び出した。し

かし、回転が不足し、下で待っていた本生徒は正常な形で降りてこない生徒をキャッチできず、

お互いの顔面が衝突した。

25障-322 高２年・男 精神・神経

25障-327 高１年・女 精神・神経
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（２）文化的部活動
25障-330 高１年・女 外貌・露出部分の醜状

　文化部展示発表で、座って小太鼓を叩いていたとき、足に激痛が走ったが演奏を中断するこ

とができず、痛みを我慢し演奏を最後まで続けた。終了後、右足ふくらはぎを見たら虫刺され

の様に大きく腫れて痛みがあった。

（３）その他
25障-331 高１年・女 外貌・露出部分の醜状

　展示物を見学していて、失神を起こし転倒した。転倒した際に、ガラスケースで、右腕と顔

面を打撲し負傷した。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中

25障-332 高１年・男 胸腹部臓器

　健康診断のため、他の生徒と５名で廊下を移動している際、本生徒の前を歩いていた４名が

ふざけ合っていた。そのうちの一人から、背中を叩いたからと右肩をつかまれ、正面から蹴ら

れた。その際によけたことで、相手の足が股間に当たり、陰部を負傷した。

　頭痛のため保健室に来室し、休養をとっていた。授業時間が終了したため、起きてきて、保

健室の椅子に腰をかけていた。発熱（38度０分）があったため、早退しようと立ち上がった時

に、脳貧血を起こし顔面から床に倒れ、顔面打撲をした。

（２）昼食時休憩時間中

　昼休み時間に、体育館で他の生徒数人とバスケットボールをしていたところ、他のグループ

数人はサッカーをしていた。互いのグループが入り混じる形になり、本生徒が転倒したところ、

サッカーをしていた生徒が顔面を蹴った。

（３）始業前の特定時間中
25障-335 高１年・男 精神・神経

　朝、上から落下してきた生徒を教員が目撃したため、教員が駆けつけたところ、本生徒が頭

部から多量の血を流し倒れていた。

（４）授業終了後の特定時間中
25障-336 高定１年・男 精神・神経

　２階の教室において、本生徒を含めた３人で、ピラミッドと称して机・椅子を積み上げて遊

25障-333 高２年・男 歯牙

25障-334 高２年・男 精神・神経
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んでいた。廊下から足音が聞こえたので、３人は隠れようとした。教室は電気を消した状態で、

一人はカーテンの陰に、もう一人は窓の外にある１m程のひさしに出て隠れた。本生徒も教室

の窓の外にあるひさしに隠れようとして、勢いよく飛び出したため、ひさしを越え２階から転

落した。

25障-337 高１年・女 精神・神経

　放課後、４階の教室で文化祭用のクラスの垂れ幕を縫っていたとき、窓に隣接しているロッ

カーの上に置いた巻糸を取ろうとして糸を２階ベランダの屋根の平らな部分（幅1.2m長さ９m）

に落としてしまった。糸を拾おうと、３階の教室から約２m下のベランダの屋根に降りた際、

体のバランスを崩して、頭から回転するようにして約８m下のコンクリートの地面に転落した。

25障-338 高２年・男 精神・神経

　放課後、希望者を対象にスポーツテストの再測定が行われていた。本生徒は、1500m持久走

を行い、ゴール後気分が悪くなってうずくまった。

25障-339 高２年・男 歯牙

　授業終了後、部活動が始まるまでの時間、他の生徒と自転車置き場の横でキャッチボールを

していたところ、他の生徒の投げたボールを捕りそこない、地面でバウンドしたボールが、前

歯に当たった。

　座席に座って他の生徒と話していたとき、他の友達がゴミ箱に向かって投げた接着剤のケー

スに入っていたプラスチック製のヘラが中から飛び出し、至近距離から本生徒の左眼に当たり

（刺さり）負傷する。

25障-341 高３年・女 胸腹部臓器

　下校時にバスの発車時刻に間に合わないと昇降口から走ってバスに乗り込んだ。席に座ろう

として、通路で突然倒れた。

〔Ⅵ〕寄宿舎にあるとき
25障-342 高１年・男 聴力

　剣道の部活動が終わり、寮でのミーティング中、指導の中で他の生徒が手で本生徒の左耳を

たたいた。

〔Ⅶ〕通学中
（１）登校中
❶自転車

25障-343 高１年・男 聴力

　自転車で登校中、道路が雨で濡れていてブレーキをかけたとき、タイヤが滑り自転車ごと転

倒した。そのとき頭部と耳、肩、上腕部を道路に強くぶつけた。

25障-340 高２年・男 視力・眼球運動
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　自転車で登校中に、持っていた傘が自転車の前輪に引っ掛かり転倒し、道路に顔面を打ちつ

け、前歯を受傷した。

25障-345 高２年・男 歯牙

　始業時間に遅れて自転車で登校中、スピードを出し過ぎていたため、急ブレーキをかけたと

き、前のめりになり、激しく転倒した。

　自転車で登校中、後部荷台の荷掛フックが何らかの原因で外れ、後輪ブレーキキャリパーに

ひっかかり、ブレーキがきかず速度の抑制ができなくなった。事故現場は、約650メートルに

わたる曲がりくねった下り坂を約500メートル下った地点で、左カーブを曲がりきれずに道路

右側に設置された電柱に衝突し、顔面を電柱で打撲した。

25障-347 高２年・女 歯牙

　自転車で登校中、雨が降っていたためにブレーキがかかりにくくなっていることに気付かず、

止まることができなかった。その際にバランスを崩し転倒した。

25障-348 高３年・男 聴力

　登校中、自転車が雨水側溝の段差のショックを受け、前方のカゴに入れていたバッグが落ち

そうになった。それを押さえようと手を伸ばしてバランスを崩し、５～６m飛んで歩行のアス

ファルトに頭の側面を打ちつけた。

　登校中、自転車で自宅から駅へ向かう途中、飛び出してきた歩行者を避けて転倒し、頭部を

打撲した。

25障-350 高３年・女 歯牙

　自転車で登校中、下り坂の後、ペダルをこいで進もうとしたとき、ペダルの不具合でバラン

スを崩し、そのまま転倒した。その際、上３本の歯を破折した。

（２）下校中
❶鉄　道

25障-351 高２年・女 上肢切断・機能

　下校中、駅でめまいがしてふらつき、プラットホームから転落し、電車に巻き込まれた。

❷自転車
25障-352 高１年・男 精神・神経

　剣道部の部活見学を終え、自転車で下校中、道路に落ちていたみかんの皮でタイヤが滑りバ

ランスを失って転倒し、頭部を打撲をした。

25障-353 高１年・男 歯牙

　自転車で下校中、カバンが引っ掛かって転倒する。

25障-344 高１年・女 歯牙

25障-346 高２年・男 外貌・露出部分の醜状

25障-349 高定３年・男 視力・眼球運動
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　自転車で他の生徒と下校中、坂道を下っていったところ前を走っていた他の生徒が急にス

ピードを落としたため、本生徒の自転車の前輪が相手の後輪に絡まり転倒した。その際、縁石

に顔面を強打した。

25障-355 高定１年・女 外貌・露出部分の醜状

　当日は雨天で路面が滑る状況であった。授業終了後、他の生徒と自転車で下校中、学校付近

の坂道を駅に急いでいた。下り坂のＴ字路で一時停止することができず、そのまま直進してし

まい、ブロック塀にぶつかり、塀の切れ目から植え込みに飛び込み顔面、肩等を負傷した。

25障-354 高１年・女 歯牙
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４　特別支援学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科等
（１）体育（保健体育）
❶水　泳

25障-356 特小５年・男 聴力

　５時間目の水泳の授業中、けのびをして最後の５メートルほどをクロールで泳いでいたとき、

手を着く前に壁に頭をぶつけた。職員の問いかけに「大丈夫」と答え、その後の活動や自由遊

びまで参加した。更衣を済ませ、水分を補給していたところ、突然「頭がガンガンする」「耳

がガンガンする」と訴え始めた。

❷サッカー・フットサル
25障-357 特高１年・男 聴力

　体育の授業でサッカーをしていて、他の生徒と接触し、頭部をぶつけ右耳上部を打撲した。

本生徒は先天性の持病があり、身体障害者手帳を保持していたが、以前、野球部活動でボール

が左のこめかみの辺りに当たったことにより、少しの衝撃でも聴力低下を起こす不安定な状況

となっていた。前年の体育祭の組立体操の練習を体育の授業で行っていたときに、台になる生

徒の肩の上に立ったが、バランスをくずし後ろの方へ倒れ、地面で頭を打ったことも加わり、

聴力が回復の見込みがなくなった。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）給食指導

25障-358 特中３年・男 精神・神経

　本生徒は、既往症があり重複学級に在籍している。給食はペースト食を担任が抱きかかえる

状態で食べさせていた。先週から飲み込みが良くない状態であったので、当日は通常より一回

で口にする量を少なくして食べさせていた。急に苦しい表情になり少し吐いた。苦しい表情は

続き、担任は食べ物が詰まったと思い、フロアにうつ伏せにして背部叩打法を実施した。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）その他集団宿泊的行事

25障-359 特中１年・女 外貌・露出部分の醜状

　宿泊学習の夜のレクリエーションのため、中庭でクラスごとにかたまって花火をしていた。

その際、花火の火の粉がズボンに飛び、ズボンが燃えて右足に火傷を負った。
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〔Ⅳ〕休憩時間
（１）昼食時休憩時間中

25障-360 特小６年・男 外貌・露出部分の醜状

　側臥位にて、担任介助による歯みがきの際、うがい用に電気ポットのお湯を水でさましたも

のを使っていたが、水が少なく十分にさめていなかったため、本児童の右口角と口腔の皮膚が

むけた。

〔Ⅴ〕寄宿舎にあるとき
25障-361 特高２年・女 視力・眼球運動

　学校寄宿舎内において、夕食時に食欲が無く２階の自室に一人でいたときに、窓から光が見

えた。何の光か確認しようとベランダに出て、更に転落防止コンクリート壁に上った際に、足

を踏み外し地上のコンクリート側溝付近へ転落した。
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５　幼稚園・保育所における障害の事例

〔Ⅰ〕保育中
25障-362 保１歳・男 上肢切断・機能

　保育室から廊下に出てハイハイしてつかまり立ちしていたとき、他児が通ってぶつかった。

その際、床に手をぶつけた。

25障-363 保１歳・男 外貌・露出部分の醜状

　遊戯室で自由遊びをしていた。本児がおもちゃを置く鉄製のアルミラックに手をかけたとこ

ろ、ラックが倒れ下敷になり、額を切った。

25障-364 保１歳・男 外貌・露出部分の醜状

　延長保育中、保育室でおやつを食べていたとき、保育士が加湿器の中に入っているお湯を捨

てるために流し台へ移動中に加湿器を落とした。そのため湯が飛び散り、近くに座っていた本

児にかかり熱傷した。

25障-365 保３歳・男 外貌・露出部分の醜状

　雲ていの順番を待っていた他児の前に本児が割り込もうとしたため、並んでいた他児に右頬

を引っ掻かれた。

25障-366 保３歳・女 胸腹部臓器

　おたのしみ会後、各クラスで昼食を食べた。後日、本児に腹痛、血便が確認され嘱託医を受

診したところ、O-157との連絡が入る。

25障-367 保３歳・女 外貌・露出部分の醜状

　保育中、保育室にて、他児が玩具で遊んでいたところ、本児がその玩具を取ったことで、他

児から顔を引っ掻かれた。

25障-368 幼４歳・男 手指切断・機能

　給食参観日に、通用門付近で来園してくる保護者の様子を見ていたところ、折からの強風に

あおられて門扉が動き、左手を挟まれた。

25障-369 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状

　午睡後、着替えをして遊んでいるとき、隣の年長児の部屋で椅子に上がり窓から外を見よう

として、椅子もろとも床に転び、右唇嘴から右頬にかけて裂傷した。

25障-370 幼４歳・女 外貌・露出部分の醜状

　砂場で遊ぶ水を汲みに足洗い場に行った際、足を滑らして転び、水道蛇口で頬を打った。

25障-371 幼５歳・男 外貌・露出部分の醜状

　園庭に出て他児と鬼ごっこをしていた。鬼に追われて逃げていたとき、同じように逃げてい

た他児とぶつかり転倒した。その際、藤棚の支柱で顔を強打し負傷した。

25障-372 幼５歳・男 外貌・露出部分の醜状

　教室で走っていた際、転倒し、机に顎をぶつけた。
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　午前中に山の中を散歩していたとき、一緒に遊んでいた他児が、持っていた小枝を振り回し、

本児の左眼に当たった。

25障-374 保５歳・男 上肢切断・機能

　園庭の藤棚のポールにぶら下がって遊んでいたところ、下にいた他児と接触して落下し、右

肘を骨折した。

25障-375 保５歳・女 下肢切断・機能

　タイヤ遊びをしていた本児が片付けのとき、担任に足が痛いと訴えた。「タイヤから落ちた

のか」と聞いたところ、「そう」と答えた。足を捻って転んだらしい。足首付近を指差し「痛い」

と言ったのでその部分を触ったり様子を見たりしたが、そのときは異常は見られなかった。帰

宅後、膝の腫れがあり、本児が痛がるので救急で受診し、後日精密検査を受診した。

25障-376 保５歳・女 外貌・露出部分の醜状

　本児が他児と鬼ごっこをして、滑り台の下をくぐって逃げようとしたとき、バランスを崩し

て転び、額を滑り台の側面にぶつけた。

25障-377 保５歳・女 外貌・露出部分の醜状

　園庭遊具の登り棒から転落し、下にあった木の柱で下顎を打撲した。

25障-378 保６歳・男 精神・神経

　保育園の「お泊り保育」で、温泉施設にて入浴中に溺れて意識不明になった。

25障-379 幼６歳・女 外貌・露出部分の醜状

　プール遊びを終え、教室に戻る途中、階段で転倒し、左眼の上を切った。

25障-380 保６歳・女 外貌・露出部分の醜状

　外遊び後入室し、給食の準備に入ったとき、保育室をスキップで移動中転倒し、顔面（右眼

の上、眉の下）を強打した。

25障-373 保５歳・男 視力・眼球運動
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