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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27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・ 
保育所等 総計小 中 高

各
　
教
　
科
　
等

体育（保健体育）

水泳 2 2
鉄棒運動 1 1
跳箱運動 1 1
マット運動 5 2 7
持久走・長距離走  3 3
走り高跳び 1 1
走り幅跳び 1 1
陸上競技（ その他） 1 1 2
サッカー・フットサル 1 6 7
テニス（含ソフトテニス） 1 1
ソフトボール 6 7 13
野球（含軟式） 2 2
ハンドボール 1 1 2
バレーボール 2 2
バドミントン 1 1
球技（その他） 2 2
剣道 1 1
スキー 1 1
準備・整理運動 2 2
体操（組体操） 2 1 1 4
縄跳び 1 1
その他 1 1 2 4

小　　　　計 8 24 29 0 0 0 0 61
理科 3 2 5
工業 2 2
総合的な学習の時間 3 1 4
その他の教科 3 1 2 6

各教科　計 17 27 34 0 0 0 0 78
保育中 18 18
（
除
学
校
行
事
）

特
別
活
動

学級（ホームルーム）活動 9 1 10
給食指導 3 1 4
日常の清掃 2 2 4
体育的クラブ活動 サッカー・フットサル 1 1
その他 2 2

特別活動　計 17 4 0 0 0 0 0 21

学
　
校
　
行
　
事

文化的行事 1 1 1 3
大掃除 2 2

運動会・体育祭
1 1

短距離走 1 1
組体操 1 1
その他 1 1

競技大会・球技大会

持久走・長距離走 1 1
ドッジボール 1 1
サッカー・フットサル 1 2 3
バレーボール 1 1
柔道 1 1

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

その他 1 1 2
その他 1 1

学校行事　計 2 9 11 0 0 1 0 23

課
　
外
　
指
　
導

体育的部活動

水泳 3 3
鉄棒運動 1 1
跳箱運動 1 1
マット運動 1 1
体操（その他） 2 1 3
投てき 1 1 2
陸上競技（その他） 1 1
サッカー・フットサル 10 16 26
テニス（含ソフトテニス） 8 1 9
ソフトボール 3 1 4
野球（含軟式） 1 20 51 72
ハンドボール 1 3 4
バレーボール 3 4 7
バスケットボール 8 5 13
ラグビー 9 9
バドミントン 1 3 4
ホッケー 2 2
球技（その他） 1 1 2
柔道 2 4 6
剣道 1 1
弓道 1 1
武道等（その他） 1 1
登山 1 1
ヨット 2 2
その他 7 7

小　　　　計 1 65 116 0 0 1 0 183
文化的部活動 1 1 2

課外指導　計 1 66 117 0 0 1 0 185
休
憩
時
間

休憩時間中 14 7 3 1 25
昼食時休憩時間中 11 7 3 1 22
始業前の特定時間中 8 5 2 15
授業終了後の特定時間中 10 7 17

休憩時間　計 43 26 8 0 0 2 0 79
寄宿舎にあるとき 1 1
通
学
中

登校（登園）中 2 2 3 2 9
下校（降園）中 4 3 8 15
通学（通園）に準ずるとき 1 1 2

通学中　計 6 5 12 0 0 3 0 26
総　　　計 86 137 183 0 0 7 18 431
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１　小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

27障 -1 小３年・男 上肢切断・機能障害

体育の時間に運動場で鉄棒の授業を行った。終了間際、自由な種目の練習を指示したところ、

本児童は「こうもり」の練習をした。両手両足を鉄棒にかけ、立ち上がろうとしたとき、足が

滑り落下。右肘を地面に強く打った。

❷走り高跳び
27障 -2 小６年・男 視力・眼球運動障害

本児童は、教師が渡した走り高跳びに必要な道具を、体育倉庫から運んでいた。

途中でバーを縦に持ち直し、歩き出したが、バーのバランスが崩れて右に倒れかけた。重た

かったのでバーのバランスが崩れて横にふった形になり、本児童のメガネの右レンズにバーの

端が直撃し負傷した。

❸走り幅跳び
27障 -3 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育の授業中に砂場を横に広く使い、ボールを設置してそのボールにタッチして跳躍する走

り幅跳びの練習をしていた。本児童が跳躍し、着地した際に勢いがついた状態で前のめりになっ

てよろめき転倒。転倒した場所に低鉄棒があり、鉄棒の足の部分に左顎下を強打し、その衝撃

で深く切った。

表－5　障害別の発生件数	

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・ 
保育所等 総計小 中 高

歯牙障害 11 23 56 3 93
視力・眼球運動障害 12 28 44 1 1 86
手指切断・機能障害 3 9 13 2 27
上肢切断・機能障害 4 5 2 11
足指切断・機能障害 1 1 2
下肢切断・機能障害 4 2 3 1 10
精神・神経障害 8 20 23 2 53
胸腹部臓器障害 10 17 27
外貌・露出部分の醜状障害 41 32 15 2 12 102
聴力障害 1 2 1 4
せき柱障害 3 6 5 14
そしゃく機能障害 2 2

総     計 86 137 183 1 0 6 18 431

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 52 99 143 1 4 7 306
女 34 38 40 2 11 125

総     計 86 137 183 1 6 18 4310
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❹陸上競技（その他）
27障 -4 小５年・女 せき柱障害

体育の授業で、運動会団体種目の練習中に、両手足を地面についた状態になっている多くの

児童の背中の上を走者が走って行く際、本児童の腰骨付近を強く押したような形になり、練習

直後から痛み出した。

❺サッカー ･フットサル
27障 -5 小４年・男 精神・神経障害

体育でサッカーをしていた。ボールを追いかけて走っていたら、近くにあったぶらんこの支

柱に足を引っ掛けてしまい膝を捻るような体勢で転倒してしまった。

❻体操（組体操）
27障 -6 小６年・男 精神・神経障害

組体操の練習中、補助倒立の練習をしているときに、体勢を崩し頭から倒れた。そのときに

首の痛みを訴えた。
27障 -7 小６年・女 精神・神経障害

体育の授業中に体育館で組体操の練習をしていたところ、３人技（飛行機）の土台が崩れ、

上から落下し、左肩を強打した。

❼その他
27障 -8 小６年・女 歯牙障害

準備運動としてクラスで鬼ごっこをしていた。友人にタッチしようとしたときに前に転倒し

てしまい、遊具のコンクリートブロックで口を打った。前歯（永久歯）2 本が抜けた。

（２）理科
27障 -9 小３年・女 視力・眼球運動障害

理科の学習で種をビニールポットに植える学習をしていた。他の児童がビニールポットの底

に入れる鉢の破片を小さくしようとして池の中の石に破片をぶつけた。その破片が跳ね返り、

すぐ近くに座っていた本児童の左眼に当たった。
27障 -10 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

理科室での実験で、ホウ酸水を蒸発させていた。本児童のグループは、蒸発皿の端の一部が

まだ蒸発していなかったため、本児童が引き続き蒸発させようとアルコールランプを移動させ

たり斜めにしたりして蒸発皿をあたためた。そのとき、アルコールランプから引火し、左手を

伝って顔面の左部分をやけどした。
27障 -11 小５年・男 歯牙障害

理科授業中、ジャガイモ畑へ向かうとき、靴箱の所で前にいた児童の足につまずき転んだ。

その拍子にバランスを失い、前方の壁に顔面をぶつけ、前歯を破損した。
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（３）総合的な学習の時間
27障 -12 小４年・男 視力・眼球運動障害

林業事業所の指導の下、枝打ち体験をしていた。1 本の枝打ちが終了し、足元には切り落と

した枝が重なっていた。本児童はその枝に足を取られ、振りほどこうとしたところ、左眼に「パ

チッ」という音を感じ、眼の周辺に違和感を覚えた。訴えがなかったため担任も当初異変には

気付かなかったが、眼の周りが赤かったためかぶれの疑いがあると判断し、医院を受診した。

受診後、眼の痛みがあることを訴えたため眼科を受診したところ、眼球に傷があることが分か

り入院・手術となった。
27障 -13 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

音楽会の当日に体育館で、机や椅
い

子
す

で作ったひな壇の下から 2 段目で合唱の練習をしていた

ところ、突然前に倒れてしまった。その際、台にしていた椅子の角に鼻と右眉を、床に額をぶ

つけて、3 箇所が切れてしまった。
27障 -14 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

校区内の川で微生物の採集と水質検査を行っていた。本児童が川に入り走って移動した際に、

足が滑り前のめりで転倒し、川底に手をついたところ、川底のガラス片で右手首、右手のひら

を切った。

（４）その他の教科
27障 -15 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

授業中に隣席の児童とけんかになり、左ほおを引っかかれた。
27障 -16 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

観察授業終了後、すべり台で遊んで下りようとしたとき、足がすべり台に引っ掛かり転倒し、

左肘を地面にぶつけて負傷した。
27障 -17 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

国語の授業中、教室で作文（絵日記）の発表を一人ずつ行っていて、本児童が離席したとこ

ろを支援員が戻そうと近づいたとき、本児童が窓をたたき、窓ガラスが割れ、落ちてきたガラ

スで右眼の上を受傷した。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）	
（１）学級（ホームルーム）活動

27障 -18 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

学級活動の時間に本児童は、日直で教室の前に立っていた。そのとき、男子児童二人が言い

合いになり、そのうちの一人が興奮して、そばにあった空き缶（給食のとき牛乳のキャップを

入れる用）を投げた。それが本児童の額に当たった。
27障 -19 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

理科室で学級活動のべっ甲飴作りを行っていた。ホットプレート上で熱していた砂糖を入れ
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たアルミカップを、本児童の隣にいた児童が軍手をはめるのを忘れて触ったため、熱さに驚い

てアルミカップを手から離したところ、落ちた拍子に中の熱せられた砂糖が本児童の顔に飛び、

顎部を火傷した。
27障 -20 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

支援学級で、本児童が靴を履かずに歩いていたため、他児童が注意をしていた。その際に、

近くにあった給湯器のコードに気付かず、コードが足に引っ掛かり、入っていた熱湯が本児童

の首から背中にかかった。
27障 -21 小４年・男 視力・眼球運動障害

帰りの会のとき、本児童が教室のうしろにあるロッカーからランドセルを取り、自分の机に

戻ろうとしたところ、近くではさみを持っていた児童が、うしろに本児童がいることに気が付

かずはさみを振り上げたところ、はさみが当たった。
27障 -22 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

学級活動の時間に校庭でレクリエーションとしてドロケイを行っていたとき、三旗掲揚台の

ポールの間を走り抜けようとしたが、台につまずいて転倒し、ポールに付いているねじの頭に

左大腿を引っ掛け、裂
れっ

創
そう

を負った。
27障 -23 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

学年で聖堂にて祈りの集いを行っていた。本児童は立っていて、集いが進行中、立ちくらみ

を起こして倒れた。その際バンコ（長机のような物、木製）の角に顔面をぶつけた。
27障 -24 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育館でドッジボール中、体育館扉まで転がり止まっていたボールを追いかけ拾い上げた直

後、下を向いていた顔を上げた瞬間にドア縁に額をぶつけた。裂
れっ

傷
しょう

を負い、流血した。
27障 -25 小６年・女 歯牙障害

学級活動の時間に話し合い活動をしていて、自分の席に戻ろうとした際に足を滑らせて転倒

し、手をつくことができず、床で歯を打った。
27障 -26 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

ホームルームの時間、運動場で鬼ごっこをしていた。本児童は、逃げる友人をタッチしよう

としたところ、友人が素早く方向を変えたので、他の児童と衝突してしまい、衝突した相手の

児童の歯で左ほおを切ってしまい出血した。

（２）給食指導	
27障 -27 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

給食の片付けのとき、教室後方の窓側に水をためたバケツがあり、本児童は牛乳パックを洗

おうと向かった。そのとき、友人に服を引っぱられ、両手を背中側へ引き寄せられた。廊下側

へ方向転換させられ、さらに引っぱられた。そして急に両手を離されたため、前方へ倒れた。

牛乳パックを手に持っていたため、手をつけずに下顎を床に強打した。
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給食当番だった本児童が、台車に乗った食缶を運ぼうとして取っ手を手前に引いて下ろそう

とした際、中に入っていたスープが両足にかかってしまった。担任が気付きすぐに水道水で冷

やし、保健室に運んだ。
27障 -29 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

給食当番でおかずを運んでいるとき、一緒に持っていた児童が階段でつまずき、中に入って

いた味噌汁が右足にかかった。

（３）日常の清掃
27障 -30 小２年・男 歯牙障害

清掃が始まるまでの時間、教室で友人とふざけていて、友人が床に寝転んでいたので覗き込

んだ際、ちょうど友人が起き上がろうとして膝を曲げたため、友人の膝が左右の上の前歯（永

久歯）に当たり、固定していた右上前歯が根本から外側に曲がってしまった。
27障 -31 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

清掃時、家庭科準備室において、高所のほこりを取るため、高さ160㎝ほどのスチール製柵

に上り、作業をしていた。移動しようとうしろ向きに歩いたところ、足を踏み外して床に落下

した。柵の角に右足ふくらはぎを当ててしまい、20㎝ほど切ってしまった。

（４）体育的クラブ活動
❶サッカー ･フットサル

27障 -32 小４年・男 歯牙障害

サッカークラブの活動中に、校庭で教師の指導の下、サッカーのパスの練習をしているとき、

足でボールを挟んで放り上げ、手でキャッチしようとしたところ、校庭とコンクリートの段差

につまずき前に倒れてしまい、前歯をアスファルトで打ち負傷した。

（５）その他
27障 -33 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

1 ～ 6 年で構成する縦割り班活動で鬼ごっこをしていたときに、上級生の頭部と衝突し右ほ

お辺りに痛みを訴えた。
27障 -34 小６年・女 下肢切断・機能障害

合奏（リコーダー）の練習中、体育館の床に膝立ちで演奏していたところ、右大腿に少し痛

みを感じたが我慢して練習を続け、その日はそのまま帰宅した。翌日、前日と同じように体育

館で練習したときも少し痛みはあったが 5 分程度の練習だったので我慢した。音楽祭の翌日の

朝、右大腿部に激しい痛みを訴えたため、かかりつけの病院を受診した。

27障 -28 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害
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〔Ⅲ〕学校行事
（１）文化的行事

27障 -35 小６年・女 歯牙障害

学芸会の準備作業で体育用具の片付け作業を児童と担任で行っていた。作業の後半、児童

12 人程でエバーマットを下から頭上に支える形で運んでいた。倉庫前で担任の指示で止まり

降ろしたとき、頭がマットの下に入り込む状態になり、マットの重さで床に倒れ、前歯を床に

打ちつけ前歯 2 本を脱臼した。

（２）その他健康安全 ･体育的行事
❶スキー

27障 -36 小５年・女　 外貌・露出部分の醜状障害

スキー教室でスキー中、頭から前方に転んで自分のスキーのエッヂで額を切ってしまった。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶野球（含軟式）	

27障 -37 小４年・男　 外貌・露出部分の醜状障害

放課後、野球部活動中に、校庭でトスバッティング練習をしていた。練習を終了した本児童

が他の児童に呼び止められ、振り向いたとき、近くで別の部員が素振りをしたため、そのバッ

トが本児童の後頭部に当たった。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中

27障 -38 小１年・女 歯牙障害

休憩時間、鉄棒運動の両手・両足を鉄棒にかけてぶら下がる運動して、1 人で遊んでいた。

低学年用の鉄棒であったが何らかの弾みで手が外れ、斜めに落下した。そのとき口をぶつけた。

前歯が 1 本抜け落ち、他の前歯 3 本も損傷を受けた。
27障 -39 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

休み時間に、友人と吹き抜けの 2 階部分の廊下で鬼ごっこをしていて、小部屋に飛び込んだ

ところ、立てかけてあったモップにつまずき、本棚の角に額をぶつけて切った。
27障 -40 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

休み時間に校庭へ向かう階段付近で鬼ごっこをして遊んでいた際、鬼から逃げようとして方

向転換したとき、うしろにあった転落防止の鉄の柵に気付かず、勢いよくぶつかって、額を切っ

てしまった。
27障 -41 小２年・女 精神・神経障害

学校での出来事による障害



37障　害　編

休憩時間中、登り棒をてっぺんまで登り、降りようとしたとき、下にいた他の児童がその棒

を斜めに引っぱったために、棒がリングから抜けて、本児童が地面に落下した。そのとき、自

分の左膝に歯が当たり、上の前歯が 2 本抜け落ちた。
27障 -43 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人と戦いごっこをしていて、友人の爪が当たり顔を引っかかれた。
27障 -44 小３年・女 精神・神経障害

学校での出来事による障害
27障 -45 小４年・男 歯牙障害

運動場で友人とフットベースをして遊んでいたときに、フライを追いかけていたところ、バ

スケットゴールの土台につまずき、顔面を支柱に強打した。
27障 -46 小４年・男 視力・眼球運動障害

サッカーをしているときに、友人が蹴ったボールがサッカーゴールに当たって跳ね返り、眼

に当たって、負傷した。
27障 -47 小４年・男 精神・神経障害

本児童はお楽しみ会に向けて、グループごとに練習や準備、飾りつけをしていた。窓際の机

の上にいた際に、窓に寄り掛かろうとしたが、窓が全開しており、4 階から 12m下に頭からう

しろ向きに転落した。カーテンは閉まっていた。
27障 -48 小５年・男 下肢切断・機能障害

体育館で、体育の時間が終わり友人と遊んでいるとき、友人の足を本児童が叩いたので、叩

かれた友人が本児童を蹴ってしまった。股関節が炎症して痛めている部分を蹴られたため、本

児童は前へ倒れ、激痛で動けなくなってしまった。
27障 -49 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育のため運動場に向かったところ、友人から悪口を言われたと思い、怒って追いかけた。

相手の児童が職員玄関に入り、扉の鍵を閉めたため、本児童が走って追いかけた勢いのまま、

扉のガラスを蹴ったところ、ガラスが割れ、右下腿部の両側面に裂
れっ

傷
しょう

を負った。
27障 -50 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

職員玄関のスロープの手すりにつながって遊んでいたときに、誤ってバランスを崩して前方

に倒れ、その際、額をコンクリートの部分に打ちつけた。
27障 -51 小６年・男 視力・眼球運動障害

５・６年でバスケットボールをして遊んでいたとき、５年生が投げたボールが本児童の左眼

に当たった。

27障 -42 小３年・男 歯牙障害
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（２）昼食時休憩時間中
27障 -52 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

校庭にある日時計の上で、5 人でボール当て鬼をして走り回って遊んでいた。他の児童の右

肩が､ 本児童の背中に当たり､ 反動で前傾姿勢で倒れた際､ 本児童はそばの排水溝の角に前額

部を打ち付けた。
27障 -53 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

昼休み時間に、運動場南側の桜の木に登っていたところ、約 1.5mの高さから転落して、左手

上腕部を負傷した。
27障 -54 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

昼休みに運動場の高鉄棒にぶら下がった状態から、手を離して降りたところ、着地で足がう

しろに滑り、地面に顎をぶつけた。
27障 -55 小２年・男 視力・眼球運動障害

昼休み時間、友人数人でジャンプタッチ板近くで遊んでいた。板が裏返っていたため、元に

戻そうとして木の枝を持ってきて投げたが、板に当たらず上を越えていった。その際、木の枝

を投げた児童が「危ない。」と叫び、その声で振り向いた本児童の右眼に木の枝が当たった。
27障 -56 小２年・男 上肢切断・機能障害

掃除の準備時間に、雑巾を投げて遊んでいた。キャッチするときに滑って転んだ。そのとき、

左肘が体の下になってしまった。
27障 -57 小４年・男 視力・眼球運動障害

昼休みに、運動場で野球をしている児童たちの近くを通っていた。バッターの横を通ったと

きにバット（プラスチック製）のグリップが左眼に当たり負傷した。
27障 -58 小５年・男 手指切断・機能障害

運動場で鬼ごっこをしていた。鬼から逃げようとして、校舎側に取り付けてある防球ネット

につかまった際、ワイヤーとワイヤーの間に指が挟まり，左人差し指を切断した。
27障 -59 小５年・男 せき柱障害

昼休みに友人とかくれんぼをして遊んでいた。友人の一人が校庭にある木に登ったのを見て、

本児童もあとを追って木に登った。地面から 2.5m程登り、さらに上に行こうとして足をかけた

枝が折れ、仰向けの状態で転落した。転落した箇所に木の根が露出しており背中を強打した。
27障 -60 小６年・男 視力・眼球運動障害

昼休みに校庭でサッカーをして遊んでいた。キーパーの蹴ったボールが、近くにいた本児童

の右眼部に当たってしまった。
27障 -61 小６年・男 精神・神経障害

昼休み、階段で友人に押されたときに、階段に膝をぶつけてしまった。
27障 -62 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

校庭の砂場で、教師の指導の下陸上大会の走り幅跳びの練習をしていたとき、左の肘辺りに

体が乗るように倒れて着地してしまった。そのとき、左肘を負傷した。
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（３）始業前の特定時間中
27障 -63 小１年・男 視力・眼球運動障害

始業時間前、昇降口からグラウンドに下りていく階段の右側にひろがる藪
やぶ

のなかに本児童が

入り、斜面を駆け上っていた際、転倒し、直径 3㎝ほどの木の切り株に右眼をぶつけた。
27障 -64 小１年・男 上肢切断・機能障害

朝休みに、友人とかばん棚に座って、二人で下りようとしたときに、二人で転倒し左腕をひ

ねった。
27障 -65 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

始業前、教室で友人と会話していて言い争いになり、友人の手の爪でほおを引っかかれた。
27障 -66 小２年・男 下肢切断・機能障害

登校後すぐに教室にかばんを置いた後、運動場の箱型の大型ぶらんこの端に座ってぶらんこ

をこいでいた。ぶらんこ内は混んでいたため勢いがつき、端に座っていた本児童が振り落とさ

れ、ブランコの縁で大腿部を強打し負傷した。
27障 -67 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

運動場で鬼ごっこをしていて鬼から逃げようとして、すべり台を滑る側から駆け上がってい

たら、手すりをつかみ損ねてバランスを崩してしまい、転落した。転落した際、すべり台の支

柱を支えている地面のコンクリート部分に下顎部分と歯をぶつけてしまい、オトガイ部を切っ

てしまった。歯にもかなり強い力が加わった。
27障 -68 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

朝、学校に来て歌の練習をしていた。友人が教室のドアを閉めようとしたため、本児童は急

いでドアに駆け寄り、ガラスに腕を突っ込んでしまった。突っ込んだ腕を抜こうとしたとき、

ガラスで腕を切った。
27障 -69 小４年・女 せき柱障害

台風の影響のため、当日は、始業時刻が 9 時となっていた。本児童は 9 時から学校の門が開

くと思いゆっくり来ていたが、昇降口で遅刻していることに気が付き、ふだんは遅刻したこと

がないため慌ててしまった。2 階を 3 階と思い込み、階段の窓から教室を覗き込みベランダに

渡ろうとした。しかし、ベランダに足を掛けたところで滑り転落した。足と腰を強く打ったが、

意識はあったので、這って 1 階の 6 年生教室に助けを求めた。
27障 -70 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人とバラ当てをしていて、ジャングルジムに登り逃げていた。相手の児童が投げたボール

を、ジャングルジムの棒をつかんでいた両手を離して取ろうとしたところ、バランスを崩し地

面に落下した。そのとき、左腕を強打し骨折した。

（４）授業終了後の特定時間中
27障 -71 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

下校指導時間中、本児童はかばんを背負って下靴を履き、集団下校で並ぶのを待っている間
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に、昇降口前の障害者用スロープの手すりに、スロープの外側からつかまって体を揺すってい

たところ、右手が滑り前額を下のコンクリートにぶつけて負傷した。
27障 -72 小２年・男 視力・眼球運動障害

教室で他の男子児童と定規を使って遊んでいた。引っぱった弾みに、その定規の先が右眼全

体に当たってしまい負傷した。
27障 -73 小２年・女 手指切断・機能障害

放課後の運動場で、登り棒に登って遊んでいた。下校時刻になり、支柱から飛び降りる際に

支柱のクロス状に交差した補助パイプの隙間に左手小指を挟み込み、そのまま体を落下させた

ために左手小指第 2 関節と第 3 関節の間から切断した。
27障 -74 小３年・男 歯牙障害

校舎と運動場の間のアスファルトの所で、一人でフラフープを縄跳びのように手で回して跳

んで遊んでいたときに、フラフープが足に引っ掛かり、つまずくように前のめりになり、手が

出ないまま倒れ、下顎と歯をアスファルトで強打し負傷した。
27障 -75 小４年・男 精神・神経障害

帰りの会が終了し、友人とウルトラマンごっこをしながら昇降口に向かって階段を下りてい

た際、階段の踊り場で友人に押され、壁に頭部をぶつけてしまった。
27障 -76 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

下校のために並ぶ時間に、運動場で友人とじゃれ合っていたところ、水筒の破損した部分の

金属片が左ほおに当たり、左ほおに傷を負った。
27障 -77 小４年・女 歯牙障害

2 階から 1 階へ階段を下り、廊下に着いたところで他の児童と接触した。その体勢を整えな

がら昇降口方向へ進み出したところへ、階段を下りてきた別の児童が接触したため転倒し、廊

下に顔面を強くぶつけた。
27障 -78 小４年・女 手指切断・機能障害

放課後、教室前多用室のじゅうたんに、本児童が手をついて座っていた。他にも座っている

児童がいる間をすり抜けて走ってきた児童が、本児童の手に気付かず、右手小指を踏んでしまっ

た。
27障 -79 小５年・男 下肢切断・機能障害

足リンパに細菌が入り痛みを訴えていたので、当日は車いすで移動していた。下校する際、

車いすから立ち上がりゆっくり歩いていたが、一緒に下校する友人を見つけ瞬時に走り始めた

ところ、左足がガクンと崩れよろけた。
27障 -80 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

5 時限が終わり、帰りの準備中、教室後方で友人と背中合わせになり遊んでいたところ足が

滑り、戸を蹴ったため戸の下部が外れ、ガラス面が本児童の顔に当たった。
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〔Ⅵ〕通学中
（１）登校（登園）中
❶徒歩

27障 -81 小２年・男 上肢切断・機能障害

登校中、通学路で友人を見つけ、そばに行くため走った際、路面が凍結していたため、バラ

ンスを崩し転倒し左肘を強打した。
27障 -82 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

登校時、集団登校の集合場所近くの駐車場の車止め用チェーンをまたごうとして足首が引っ

掛かり、手をつかずに地面に口部を打ちつけた。その際、上前歯がオトガイ部を貫通する形で

負傷し、右上の前歯が欠けた。

（２）下校（降園）中
❶徒歩

27障 -83 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

下校時に歩道橋を、走って上がろうとしてつまずき、額を段で打った。その際に、前額部に

裂
れっ

傷
しょう

と打撲を負った。
27障 -84 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

下校中、歩道をクラスの友人と歩いているときにふざけあいになり、友人に投げ飛ばされ、

地面で左顔面を打撲した。左ほお部に擦
さっ

過
か

創
そう

ができ出血した。
27障 -85 小４年・男 視力・眼球運動障害

通学路を集団下校中に、竹藪
やぶ

をめがけて投石しながら帰っていた。本児童が石を拾おうとし

たとき、友人の投げた石が右眼を直撃し負傷した。
27障 -86 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

雨天の下校中に、階段を駆け足で下っていた本児童は勢いが止まらないまま、下の道路の金

属の側溝で滑って転倒し、膝を金網状の側溝へ強く打ちつけ、負傷した。
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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跳箱運動

27障 -87 中１年・女 上肢切断・機能障害

体育の授業中に、体育館で跳箱をしていたところ、着地に失敗し、右肘を床に激しくぶつけ、

負傷した。

❷マット運動
27障 -88 中１年・男 精神・神経障害

マット運動授業のため、担当教諭指導の下、準備をしていたところ、他生徒に髪をつかまれ、

その生徒の膝で右ほおを強打され、負傷した。ほおに痛み、口唇上部にしびれがあったが、鼻

からの出血はなかった。
27障 -89 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育館でマット運動の跳び込み前転の練習をしていたとき、マット手前の馬を跳び越えよう

と勢いをつけて跳んだところ、バランスを崩し左腕からマットに転倒し負傷した。
27障 -90 中１年・女 せき柱障害

体育の授業でマット運動をしていた。倒立の練習で、前と左右に補助する生徒が 3 人いたが、

蹴り上げた足の勢いが良く、上がった足がＶ字に開いてしまったため、補助する生徒が足を取

ることができなかった。本生徒は、そのまま背中からマットに倒れ込み、腰後方部をマットに

強く打ち付けた。
27障 -91 中２年・女 せき柱障害

体育の時間に、マット運動で倒立前転をしようとした際、手を前についたが体を支えきれず

に倒れた。
27障 -92 中３年・男 せき柱障害

体育でマット運動を行っていた。跳び込み前転をした際に、背部をマットに強く打ち付けた。

そのときは、痛みはあったが大丈夫だと思い、運動を中止し、休んで様子を見ていたが、次の

時間になり急に気分が悪くなった。

❸持久走・長距離走
27障 -93 中１年・女 精神・神経障害

体育の授業で持久走をしており、校庭のトラックを走っていた。途中で腹痛が起こり座り込

んだが、指導者の指示でトラックの内側で休んでいた。しばらく休んでいたところ腹痛が回復

したため、指導者に報告するため歩いていたときに突然倒れ、けいれんを起こし、意識がなく

なり心肺停止の状態となった。心肺蘇生後、低体温療法を受け、リハビリを受けた。
27障 -94 中２年・女 胸腹部臓器障害

保健体育の時間、運動場で持久走をしていた。2,000m走り終え、体操座りでまとめの話を聞
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いていたとき、意識を失ってうしろ側に倒れた。体育の教諭が声を掛けると意識を取り戻した

が、またすぐに意識を失って倒れた。AEDを含めた心肺蘇生を実施し、病院に搬送、ICDの

植込みを行った。
27障 -95 中３年・男 胸腹部臓器障害

3 時限の体育の授業中、校庭で 1,500m走のタイム測定を行っていた。トラックを 1,500m走り

終えゴールした後に、トラックを半周歩いた所で意識を失い倒れた。救急車を要請し、AED

を作動させた。3 度目の作動で自発呼吸を再開し、救急搬送後治療を行い、ICDの植込みを行っ

た。

❹テニス（含ソフトテニス）
27障 -96 中３年・女 歯牙障害

体育の授業中にテニスをしていて、友人の振ったラケットが顔に当たり、前歯 4 本を負傷し

た。

❺ソフトボール
27障 -97 中１年・男 精神・神経障害

体育の授業中に、運動場でソフトボールのゲームをしていたところ、ピッチャーをしていた

本生徒が 3 塁ベースにカバーに入ろうとした際に、2 塁から 3 塁ベースを回って走ってきたラ

ンナーの前頭部と本生徒の右側頭部が衝突し、負傷した。
27障 -98 中２年・男 歯牙障害

ソフトボールの試合をしていた際、バッターの生徒が振ったバットが飛んで、左後方に立っ

ていた本生徒の口元に当たり、歯、歯肉、口唇を負傷した。
27障 -99 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育の授業でソフトボールのティーバッティングの練習を行っていた。バッターの生徒が自

分でボールを上げ、ノックのようなやり方でボールを打ったため、後方にいた本生徒の顔に振

り終わったバットが当たり、鼻を裂
れっ

傷
しょう

し、骨折した。
27障 -100 中３年・男 歯牙障害

ソフトボールの授業中、2 人組でトスバッティングの練習を行っているときに、ボールを追

いかけて捕りに行った際、隣のペアが振ったバットが本生徒の顔面にぶつかった。
27障 -101 中３年・男 歯牙障害

1 時限の体育の授業でソフトボールの試合中、バッターボックスに入っていた他の生徒がス

イングした際、バットが手から抜けて、次の打席のため近くにいた本生徒の口に直撃した。
27障 -102 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

ソフトボールの試合中、バッターがボールを打ったとき、バットから手を放したため次の打

者の待機ラインまで勢いよく飛んでいき、本生徒の右眉毛辺りをかすめるように当たった。

❻ハンドボール
27障 -103 中３年・男 視力・眼球運動障害

体育の授業においてハンドボールを試合形式で行っていたが、ゴールポストのそばでボール
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を追いかけていたところ、ボールがゴールキーパーの足に当たり、跳ね返ったボールが本生徒

の右眼に当たった。

❼バレーボール
27障 -104 中３年・男 歯牙障害

体育の授業中に、体育館でバレーボールのレシーブ練習をしていたところ、スパイクが顔面

に当たり、上顎前歯が折れた。
27障 -105 中３年・女 手指切断・機能障害

ボールをスパイクしたときに右手小指に強い痛みを感じ、腫れてしまった。

❽バドミントン
27障 -106 中２年・女 視力・眼球運動障害

体育の授業中に体育館でバドミントンをしていた。ペアでラリーを行っていたところ、味方

のスマッシュが左眼に当たった。

❾剣道
27障 -107 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育の授業中に、体育館で剣道の素振りの練習をしていたところ、他の生徒の竹刀が頭部及

び顔面に当たり、眼鏡のレンズが割れ、頭部を挫傷し、顔面を挫創した。

❿体操（組体操）
27障 -108 中３年・男 視力・眼球運動障害

体育祭の練習で組体操のタワーをしているときに、タワーが崩れた。本生徒は一番下で土台

をしており、上から落ちてきた生徒と地面に挟まれるような形で左ほおを強く打撲した。

⓫その他
27障 -109 中２年・男 せき柱障害

体育の授業で、体育大会の練習としてムカデ競走の練習をしていた。ムカデの先頭として後

ろに 8 人引き連れて走っていたとき、つまずいた際に前方へ転倒し、うしろにいた生徒が背中

に乗りかかり右鎖骨を痛めた。
27障 -110 中３年・女 精神・神経障害

体育の授業中に、体育館で全員跳びを行っている際、縄に足をとられて、着地の体勢が崩れ

てしまい、右足首をひねってしまった。

（２）理科
27障 -111 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

理科室でべっ甲飴を作る実験で、熱した砂糖液を他の生徒がアルミホイルのカップに入れて

持ち、クッキングシートにまいたところ、近くでべっ甲飴を並べていた本生徒の左手背に誤っ

てかかり、熱傷を負った。
27障 -112 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

理科の授業中、教室で「電気が熱に変わるのを体感する」という実験をしていた。教師が持っ
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ている白熱電球に手をかざしたり、ほおを近づけて熱を体感する動作をしていたとき、誤って

本生徒のほおに電球が触れた。

（３）その他の教科
27障 -113 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

音楽で合唱中、貧血と思われる症状で前に転倒した。その際に、顎を床に強打し負傷した。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動

27障 -114 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

学校祭前日の準備期間中、理科室の椅
い

子
す

が全て体育館に搬入されていたため、立っているか、

床に座っているなどして待機していた。その際、本生徒は上靴のまま机に上がり、立って反対

方向を向いてから下りようとしたところ、友人が足首を押さえたため、バランスを崩し落下し

た。このとき、机の角に一度肘を強打し、その後、床にも打ちつけた。

（２）給食指導
27障 -115 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

給食準備中に、本生徒が教室で友人の背中を叩いたところ、友人が怒り押し返したとき、本

生徒は机の上にのけぞるように倒れた。その後、友人が本生徒の首に右腕を回してつかまえ、

もみ合いになった際に、友人が持っていたハサミが首筋から後頭部にかけて当たり、切れた。

（３）日常の清掃
27障 -116 中２年・男 精神・神経障害

昼休みの清掃中に被服室の窓ふきをしていた。外側をふこうと窓を乗り越え、庇
ひさし

に下りよう

としたとき、窓枠に足が引っ掛かりバランスを崩し手が離れてしまった。そして、庇にぶつか

り一回転して、地面に転落した。
27障 -117 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

掃除の時間に、本生徒は掃除に行かず、他の生徒を殴る遊びをしていた。殴られそうになっ

た他の生徒が逃げ、本生徒はそれを追いかけていた。逃げていた生徒が 4 階の青空廊下を通り、

校舎に入るときにガラス戸を閉めた。本生徒は勢いよく走っていたため、ガラスに頭と左肘が

激突した。
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〔Ⅲ〕学校行事
（１）文化的行事

27障 -118 中２年・男 手指切断・機能障害

学校祭のときに借用していた掲示用パネルとその固定用ポールを、公民館へ返却する作業

をしていた。2 人でパネル 2 枚（パネルの高さ 180㎝、幅 120㎝、厚さ 3㎝、重さ１枚約 10㎏）

を重ねて持ち、生徒玄関から進行方向へ向かってうしろ向きに歩いていた。学校敷地内のはず

れで、本生徒が地面から出ている木の根に足を取られてバランスを崩し、尻もちをついた。そ

のとき、3 段の高さのコンクリート製の階段の縁とパネルに指を挟んだ状況となり、右手薬指

の指先の一部（爪の半分くらいから先端までの約 7 ～ 8㎜）が切断されて出血した。

（２）運動会・体育祭
❶短距離走

27障 -119 中３年・男 精神・神経障害

体育大会で、本生徒は 800mリレーに出場した。前日から左付け根に違和感を感じていたので、

ストレッチ運動に時間をかけて競技に参加したが、スタートして 100mぐらいで強い痛みを感

じ、走れなくなってしまった。

❷体操（組体操）
27障 -120 中３年・男 胸腹部臓器障害

体育祭に向けての組体操の練習で、塔を作ろうとしていた際、一番下の段の生徒が立ち上がっ

たところ、下から三段目がバランスを崩してしまい、四段目にいた本生徒が地面に落下し負傷

した。

（３）競技大会・球技大会
❶サッカー ･フットサル

27障 -121 中３年・男 視力・眼球運動障害

球技大会でサッカーの試合中、サッカーボールが左眼に当たって、負傷した。

❷バレーボール
27障 -122 中２年・女 手指切断・機能障害

2 日間にわたってクラスマッチが実施された。バレーボールのゲーム中に突き指をしたが、

そのままプレーを続行。試合が終わってから保健室で冷やし、湿布をした。腫れはなかった。

次の日も痛みはあったがゲームに参加。クラスマッチ後、しばらく湿布をしていたが、痛みも

なくなったのでそのままにしていた。その後、春休みになってから指が曲がっていることに気

が付いた。
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（４）その他健康安全 ･体育的行事
27障 -123 中１年・男 視力・眼球運動障害

全校一斉に校内で体位測定を実施していた。先頭の生徒が記録のためにシャープペンシルを

持ち自然に腕を振って階段を上がっていたが、シャープペンシルを持っていた腕がうしろに

行ったとき、たまたま本生徒の左眼に刺さってしまった。

（５）その他集団宿泊的行事
❶スキー

27障 -124 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

3 日目のスキー実習中、ボーゲンで滑っていたが体のバランスを崩し転倒したところ、本生

徒のうしろを滑っていた友人が転倒した状態で本生徒と衝突。その際、友人のスキー板で本生

徒の右ほおが切れてしまった。

❷その他
27障 -125 中１年・男 歯牙障害

近くの公園で昼食をとった後、遊んでいた。ぶらんこ（横板型で 5、6 人が一度に乗れ、横

に揺らして遊ぶ遊具）の中央に本生徒が一人乗り、両サイドで男子生徒数人が激しく揺らして

こいでいたところ、勢いがつき、本生徒はバランスを崩して前の手すりに激しくぶつかった後、

体が宙に浮いた状態から地面に落下した。その際に、ぶらんこの支柱に右顔面を強打した。

（６）その他
27障 -126 中１年・男 精神・神経障害

保健室で学校医の予診を受けて、ツベルクリン接種を受けた。その結果、左腕全体の腫れと

痛みやしびれが見られた。ツベルクリン接種のアレルギーとして治療を続けたが、左腕全体の

カウザルギーが残った。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶水泳

27障 -127 中２年・男 せき柱障害

ウォーミングアップの際、友人がプールへ飛び込んだので、本生徒も同じように飛び込んだ。

本生徒は 1 回目飛び込んだときは何ともなかったが、2 回目に飛び込んだとき、プールの底で

頭を打ち、肩が激しく痛み、体が思うように動かせなくなった。
27障 -128 中２年・女 歯牙障害

水泳部の活動で、校舎 3 階廊下をランニング中、一緒にランニングしていた他の部員に左腰

部を蹴られ、右前方に倒れ、トイレ入り口の壁に顔面を強打した。
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本生徒は水泳部の練習中に、試合会場の飛び込み台の高さに慣れるため、飛び込み台の上に

ビート板を重ね、その上から飛び込んだ。結果、飛び込み角度が急になってしまった。飛び込

んだ後、うつ伏せに頭だけが浮いてきて自分で顔を上げることができない状態であったため、

担当教諭がプールサイドへ引き上げ、他の水泳部員に保健室と職員室への連絡を指示した。そ

のとき本生徒は、意識は鮮明だが肩から下の感覚が麻
ま

痺
ひ

しており、特に下半身は触れられても

感じない状態であった。

❷鉄棒運動
27障 -130 中１年・男 歯牙障害

春季休業中の体操部の活動中、校庭に設置された鉄棒で大車輪の練習をしていた。落下した

際に、勢い余り、そばの花壇のレンガに右ほおと前歯を強打した。

❸マット運動
27障 -131 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

器械体操部のゆかの練習中に、バク転をしているときにバランスを崩し、右肘から落ち、そ

の上に体重がかかった。

❹体操（その他）
27障 -132 中３年・男 歯牙障害

部活動の指導の一環でプール清掃を行っていた。本生徒はプール清掃に参加しており、モッ

プでプールの底を磨いていた。その際、足を滑らせて転倒したが、モップを持っていたため両

手がふさがっており、床で顔を打ちつけ、上前歯が 3 本折れた。受診を経て、後日上前歯 6 本

に打撲や破折があったことが分かった。
27障 -133 中３年・女 精神・神経障害

体操部の部活動において、体育館にあった張り出し舞台を自発的に倉庫に片付けようとした。 

体育館の倉庫の入り口に扉のレールがあり、その段差に張り出し舞台が引っ掛かり、傾いて倒

れてきたが、大きさと重さで数人では押さえきれずに、本生徒が舞台の下敷きになった。舞台

が倒れたときに腕も打ち、 舞台の重みで舞台の横にある接続の金具が、本生徒の下腿に食い込

んで身動きが取れなかった。

❺投てき
27障 -134 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

円盤投げの練習をしようとしていて、横で待機していた本生徒の前で練習していた生徒が失

敗し、円盤が本生徒の方に飛んできて、前額部に当たり負傷した。

❻陸上競技（その他）
27障 -135 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

陸上部が競技場で中高合同練習を行っていた。休憩のため、荷物を持ってスタンド側へ移動

した際、本生徒と相手生徒は持ち物を振り回したり蹴ったりしていた。相手生徒が振り回して

いたスパイクの入った袋が、本生徒の顔面に当たり負傷した。

27障 -129 中３年・男 精神・神経障害



49障　害　編

❼サッカー ･フットサル
27障 -136 中１年・男 視力・眼球運動障害

サッカー部の活動中、一人対一人でボールを使った攻守の練習を行っていた。足下のボール

に集中していたため、他の生徒が接近していることに気付かず、右眼が他の生徒の額とぶつか

りけがをした。
27障 -137 中１年・男 視力・眼球運動障害

サッカー部の活動で、リーグの試合が学校外の競技場で行われていた。試合中、近くにいた

相手が蹴ったボールが、右眼に当たり右眼を負傷した。
27障 -138 中１年・男 精神・神経障害

練習が終わりあいさつのため、朝礼台の周りにメンバーが立っていたとき、「危ない。」の声

があり、本生徒の前にいた友人が移動した直後、本生徒の顔面にサッカーボールが直撃した。
27障 -139 中２年・男 視力・眼球運動障害

サッカー部の活動中、他の生徒が蹴ったボールが左眼に当たった。
27障 -140 中２年・男 視力・眼球運動障害

ミニゲーム中、本生徒が右足でシュートしたボールがゴールキーパーの右膝付近に当たり、

跳ね返ったボールが本生徒の右眼に直撃した。
27障 -141 中２年・男 視力・眼球運動障害

サッカー部の練習中に同じチームの他の生徒が蹴ったボールが本生徒の顔面に当たり、眼を

痛めた。
27障 -142 中２年・男 胸腹部臓器障害

サッカー部の活動中、ミニゲームを行っていた。本生徒はキーパーをしており、3mくらい手

前からシュートされたボールを受け止めた際、右下腹部股間に直撃した。その直後は痛んだが、

しばらく休むと動けるようになったため部活動を行い、そのまま帰宅した。腹痛を訴えたので

内科を受診したところ、虫垂炎ではないと診断され原因が分からなかった。入院し、開腹のた

め全身麻酔をしたところ右精巣が腫れ上がっていることが判明した。開腹せずに、右精巣の摘

出手術を行った。
27障 -143 中２年・男 胸腹部臓器障害

部活動の時間、体育館でサッカーの練習をしていた。試合形式の練習で、キーパーをしてい

たところ、シュートされたボールが股間に強く当たり、左側の睾丸を負傷した。
27障 -144 中２年・男 胸腹部臓器障害

中学校のグラウンドでのサッカー練習試合中、相手チームの生徒がボールをクリアした際、

蹴った足が本生徒の股間に当たり右精巣に外傷を負った。
27障 -145 中３年・男 上肢切断・機能障害

サッカー部の試合中、相手チームの生徒とぶつかり転倒した際、肘から落ちて負傷した。
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❽テニス（含ソフトテニス）
27障 -146 中１年・男 視力・眼球運動障害

部活動の片付けの時間、上級生がふざけて本生徒の首に右手を巻付け、本生徒の背中が反る

ような形で腰に乗せ、投げようとした。そのとき、本生徒は首が締まって気絶したまま背中か

らずり落ち、顔面を地面で強く打った。そして、動かなかったので体を揺すって起こしたら、

本生徒が目を覚まし、鼻血が出て眼の辺りが痛いと訴えた。
27障 -147 中１年・男 手指切断・機能障害

テニス部活動の準備のために、杭の打ち方の指導を受けた上で、テニスコートの支柱を支え

るための鉄製の杭を地面に打っていた。その際に、ハンマーの頭の部分ではなく、持っていた

柄と杭の間に人差し指が入ってしまい、指を杭に打ちつけ痛めた。
27障 -148 中１年・女 歯牙障害

当日は雨のため室内練習をしていた。廊下で他の生徒と併走しリレーをしていたが、接触し

たはずみで本生徒は転倒し、廊下の隅に置いてあった机で顔面を強打した。その際に歯をけが

してしまった。
27障 -149 中１年・女 精神・神経障害

硬式テニス部の活動中、ボールを拾うためにクラブハウスの方へ行ったところ、その近くで

活動していた陸上部の男子生徒が投げた砲丸が、右前頭部に当たり、負傷した。
27障 -150 中２年・男 下肢切断・機能障害

テニス部の練習中、滑って転び、そのとき全体重が右足付け根辺りにかかり痛めた。
27障 -151 中２年・男 胸腹部臓器障害

部活動のトレーニングの一環でマラソン大会に出場した。本生徒は、走っていて突然意識を

失い、倒れ、心肺停止状態になった。AEDにより蘇生に成功し、病院でICDを植込む手術を行っ

た。
27障 -152 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

テニス部の活動後、片付けのため部室に数人で入ったところ、外にいた部員がふざけて部室

のドアを外から押さえて閉じ込めた。ドアが開いたので、本生徒が室外へ出ようとしたときに、

外にいた部員がドアを閉めようとした。そのドアを止めようと思わず手を出してしまい、ガラ

スを突き破り、右腕に傷を負った。
27障 -153 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

テニス部活動でトレーニングのために廊下を走っていた。そのとき、追い越そうと廊下の端

に寄って走ったところ、傘掛けのフックに体操着が引っ掛かり、その反動でフックにほおの部

分がぶつかって、フックの先で裂
れっ

創
そう

を負った。

❾ソフトボール
27障 -154 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

ソフトボール部活動中に、校庭でノック練習をしていたところ、投球が右眼を直撃し、鼻出

血と腫れの症状が出た。
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ソフトボール部の練習後、部員で片付けをしていた。部員の一人がバットの片付けをしてい

るときに、周囲を見ないで素振りをした。本生徒はその部員がバットを振るとは思わなかった

ため、すぐ近くに転がっているボールを回収しようとしたところ、振られたバットが口唇部に

直撃して右上前歯が破折した。

部活動のソフトボール練習中、ショートバウンドしたボールを捕球しようとした際、添えて

いた右手に強く当たり痛めた。

❿野球（含軟式）
27障 -157 中１年・男 歯牙障害

野球部活動中、グラウンドで 3 人が素振りをしていた。1 人の生徒が振っていたバットが手

から滑って抜け、2m先で練習していた本生徒の口に直撃した。
27障 -158 中１年・男 歯牙障害

部活動中、練習をしていたとき、隣で素振りをしている生徒のバットが口に当たり、上下の

前歯が破折してしまった。
27障 -159 中１年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動の後半に、体力作りの一環として、サッカーのミニゲームをしていたとき、相手

の蹴ったボ－ルが本生徒の右眼に当たった。痛みがあり、すぐにゲ－ムをやめて右眼を冷やし

た。
27障 -160 中１年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、運動場でバッティング練習をしていて、自打球が左眼に強打した。
27障 -161 中１年・男 視力・眼球運動障害

野球部のバッティング練習中、バッティングマシンのボールを打ったときに、自打球が右眼

に当たり、負傷した。
27障 -162 中１年・男 視力・眼球運動障害

野球部の部活動中、他校との練習試合において、本生徒が打席に立ち、投手が投げたボール

を打ったとき、その打球が自分の右眼部に当たり負傷した。
27障 -163 中２年・男 歯牙障害

野球部の活動でバント練習していた。ボールが腹部辺りに飛んできたため、バントの構えを

していたバットをとっさに自分の体に寄せた。その際、バットが本人の前歯に強く当たり折れ

た。
27障 -164 中２年・男 歯牙障害

放課後、運動場で野球部の活動をしていた。バッティングの実践練習をしていて、2、3 年

生で順番にバッティング練習をした。バッティングの準備のため、1 塁バックネット前で素振

りを行っていた別の生徒が、振り終えたバットを戻そうとしたときに、本生徒の口にバットが

当たってしまった。歯が脱臼、損傷し、唇に裂
れっ

傷
しょう

を負い、出血した。

27障 -155 中２年・女 歯牙障害

27障 -156 中２年・女 手指切断・機能障害
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部活動の練習中、フリーバッティングをしていたとき、自打球が右眼に当たり負傷した。
27障 -166 中２年・男 視力・眼球運動障害

学校のグラウンドで、野球部のバッティングマシンでバッティングの練習をしていたとき、

ファウルチップが眼に当たった。
27障 -167 中２年・男 視力・眼球運動障害

野球部の活動で練習試合中、バッターとして出ていたところ、自打球が右眼に当たり、右眼

を痛めた。
27障 -168 中２年・男 視力・眼球運動障害

軟式野球の部活動で、練習試合中に自打球が左眼にダイレクトに当たり負傷した。
27障 -169 中２年・男 下肢切断・機能障害

ベースランニングの練習中に、セカンドベースからホームベースまで走りスライディングし

た。以前から膝に痛みがあり、その痛みをかばってスライディングしてしまい、左足に強く力

が入った状態で滑り込んだため負傷した。
27障 -170 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

軟式野球部の活動中に、運動場でメニューの一つとして鬼ごっこをしていた。本生徒が、追

いかけられて逃げるときに、生徒玄関前から中に入ろうとしたところ、階段でつまずき、手を

前に出した際、ガラスを突き破り、口及び右手の手首を 10㎝ほど切り負傷した。
27障 -171 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

野球部の活動中、多目的室にて瞬発力を高めるためのトレーニングをしていたところ、勢い

余って窓ガラスに両手を突いた際にガラスが割れてしまい、右ほおと右前腕を割れたガラスで

切った。
27障 -172 中３年・男 視力・眼球運動障害

日曜の午前中、紅白試合をしていて、バッターでボールを打ったとき、バットにかすったボー

ル（自打球）で右眼を強打した。
27障 -173 中３年・男 視力・眼球運動障害

バッティングの練習中に自打球を眼に当ててしまった。
27障 -174 中３年・男 精神・神経障害

バッティング練習中に、本生徒の背後にあった防球ネット（高さ 2m×幅 3m）が強風にあお

られて倒れ、本生徒の後頭部から首にかけて直撃した。その後、ベンチで休憩をとっていたが、

気分が悪くなりトイレで嘔吐したため、コーチが付き添い保健室にきた。
27障 -175 中３年・男 胸腹部臓器障害

他校のグラウンドで野球の試合中、キャッチャーをしていたとき、股間にボールが当たり負

傷した。
27障 -176 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

投手としてバッティング練習に参加中、打球が右眼に直撃し、眼鏡が割れ、まぶたを切った。

27障 -165 中２年・男 視力・眼球運動障害
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⓫ハンドボール
27障 -177 中１年・男 手指切断・機能障害

ハンドボール部の活動中に、学校のそばにある公園で試合形式のミニゲームをしていたとこ

ろ、シュートを打つ際にディフェンダーの選手と接触し、右小指をひねった。

⓬バレーボール
27障 -178 中１年・女 歯牙障害

部活動中、ボールを追いかけて滑り込みをしたところ、床に歯をぶつけた。
27障 -179 中３年・男 視力・眼球運動障害

他校の体育館でバレーボール部の活動をしていた。サーブ練習をしていてボールを拾おうと

した際に、反対側から飛んできたサーブのボールが直接左眼に当たり、見えづらくなった。
27障 -180 中３年・男 手指切断・機能障害

バレーボール部の試合に出場していた。試合中に左薬指にボールが強く当たり、骨折した。

⓭バスケットボール
27障 -181 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

部活動終了時、他の部員の手伝いをしようと思ってミーティング場所の駐車場から練習場所

へ向かって走り出したところ、車の陰から飛び出してきた他の生徒とぶつかってしまった。そ

の際、相手生徒の歯が、本生徒の右顎に当たり、切れてしまった。

27障 -182 中１年・女 手指切断・機能障害

バスケットボール部の活動中、試合形式の練習をしていた。リバウンドを取ろうとジャンプ

したとき、相手と接触してボールが右手小指にぶつかり負傷した。
27障 -183 中２年・男 歯牙障害

部活動の練習中、本生徒がボールをキャッチして振り向いた瞬間、ディフェンスをしていた

他の生徒と接触した。相手生徒の額に、本生徒の前歯が当たり負傷した。
27障 -184 中２年・男 胸腹部臓器障害

バスケットボールの試合中、相手チームの選手がドリブルでコート中央を突破し、そのまま

本生徒に飛び込む形になった。そのとき、相手の膝が本生徒の股間を強打した。
27障 -185 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

部活動の練習が終わり、練習態度等のことで言い争いになった。二人がすれ違うとき、相手

が右手こぶしで本生徒の顔面を殴り、右眼にこぶしが当たった。帰宅後、眼の周りの腫れ、痛

みがあり、吐き気もあったため、病院へ行った。
27障 -186 中２年・女 足指切断・機能障害

バスケットボールの練習中、体育館でシュートをしたところ他の生徒と接触し、体のバラン

スを崩し転倒。その際、腰部を床に強く打ちつけてしまい負傷した。
27障 -187 中３年・男 聴力障害

バスケットボール部の活動中に、3 人がクロスして行うダッシュをしていた際、コーンに向

かって走っていたところ、コーンを回って戻ろうと走ってきた他の生徒と正面衝突した。その
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とき、相手生徒の顔面が右側頭部に激突し転倒した。すぐに立ち上がろうとしたが、ふらつい

て立ち上がることができなかった。
27障 -188 中３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

バスケットボール部活動で、体育館で試合形式での練習中に、本生徒がドリブルして走って

いた所へ他の生徒が前方から走り込んできて強く衝突した。そのとき、相手生徒の頭部に自分

の前頭部を強く打撲して倒れた。

⓮バドミントン
27障 -189 中１年・女 視力・眼球運動障害

バドミントン部の部活動で、武道館にて 1 年生がシャトル打ちの基礎練習をしていた。本生

徒がネット越しでシャトルの羽だしをしていたところ、相手生徒の打ったシャトルが本生徒の

左眼に当たり痛めた。

⓯柔道
27障 -190 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

部活動をした後に、更衣室で着替えをしている最中に友人とふざけていたとき、友人に背中

を押されて、バランスを崩して転倒した。その際、近くにあった体重計の目盛り板のガラス部

分に下顔面をぶつけた。
27障 -191 中３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

格技場で柔道部の練習試合をしていたとき、踏ん張っていた右足が滑り、左膝に相手の右膝

が強く当たり負傷した。

（２）文化的部活動	
27障 -192 中１年・男 歯牙障害

吹奏楽部の活動で立ったままミーティングをしていた際に脳貧血を起こし、前方へ倒れ顔面

を強打した。このとき前歯を破折した。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中	

27障 -193 中１年・女 上肢切断・機能障害

廊下で友人 3 人でいたところ、友人の 1 人が本生徒の腹部に背後から手を回し、持ち上げて

離した。本生徒は体勢を崩し、床面に落下し右肘を負傷した。
27障 -194 中１年・女 精神・神経障害

学校での出来事による障害
27障 -195 中２年・男 歯牙障害

休憩時間中に友人とふざけていた際、友人の手が前歯にぶつかった。
27障 -196 中２年・男 胸腹部臓器障害

１時限終了後の休み時間、廊下でクラスメイト数人にからかわれたため、本生徒は近くにい



55障　害　編

た一人の生徒を抱え込んだ。相手の生徒がとっさに足を蹴り上げた際、膝が本生徒の右股間に

当たり負傷した。
27障 -197 中２年・女 精神・神経障害

椅
い

子
す

に座ってノートに記入していたところ、友人が、座っていた椅子を無理に引いて、腰と

臀
でん

部
ぶ

を強打した。
27障 -198 中３年・男 歯牙障害

体育の授業を校庭で行うため、友人と走って移動していた。校庭にある鉄棒をくぐろうとし

たところ、誤って前歯を鉄棒に勢いよくぶつけ、右前歯を負傷した。
27障 -199 中３年・男 上肢切断・機能障害

休み時間に教室で友人と話していたところ、突然廊下に呼び出されて、他の生徒数人に胴上

げされた。空中に投げ上げられてバランスを崩し、左腕を背中側に回したまま、左肩から床に

仰向けに落ちた。

（２）昼食時休憩時間中
27障 -200 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

教室で走っていて、机の脚に自分の足を引っ掛け、廊下側の窓ガラスのアルミ枠に顔面から

激突し、頭部、顔面、右肩を負傷した。
27障 -201 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

昼休みに校庭でティーボールをしていたところ、打者が振ったバットがスイングした際にグ

リップ部分が折れ、飛んできたバットの先端部分が本生徒の顔面に直撃し、左鼻翼が断裂し出

血した。その後、搬送先の病院でレントゲンを撮り、左上顎骨骨折と左眼
がん

窩
か

底骨折が判明した。
27障 -202 中１年・女 手指切断・機能障害

昼休みに友人とドッジボールをしていて、ボールをキャッチしようとしたときに右手小指に

当たり痛めた。
27障 -203 中１年・女 精神・神経障害

昼食後の休憩時間中、友人と 2 人で話をしているときに、いきなり頭をきつく叩かれた。そ

の際、左眼に指が入った。そのときは教師に報告しなかったが、家へ帰ってから頭が痛くなり、

気分が悪くなった。
27障 -204 中２年・男 視力・眼球運動障害

昼食時休憩時間中、体育館でバスケットボールをして遊んでいた。本生徒がシュートした瞬

間、他のコートで遊んでいた生徒が投げたバスケットボールが横から飛んできて眼に当たり負

傷した。
27障 -205 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

昼休みにサッカーをして遊んでいたところ鉄製のベンチにつまずき転倒し、ベンチの脚が左

大腿部外側、右大腿部内側に刺さり受傷した。
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昼休み、友人たちと体育館でバスケットボールをして遊んでいた。ロングパスされたボール

を取り合いになった。そのときの勢いで友人の肘が本生徒の顔面を強打し、眼を負傷した。

（３）始業前の特定時間中	
27障 -207 中２年・男 上肢切断・機能障害

１時限の体育（柔道）が始まるのを武道場への渡り廊下で友人数人と待っていたとき、渡り

廊下の梁
はり

にぶら下がり、身体を振り子にしてジャンプをして遊んでいた。雨で地面が濡れてい

たため、着地の際滑って転倒し左手をつき骨折した。
27障 -208 中２年・男 精神・神経障害

学校での出来事による障害
27障 -209 中２年・女 せき柱障害

部活動の朝練習のために早くから登校していた。しかし部活動には行かず、自分の教室のあ

る 3 階のベランダから落下し、腰部を強打した。
27障 -210 中３年・男 視力・眼球運動障害

1 時限が移動教室だったため理科室に移動していて、2 年生の教室の前を通ったときに、以

前トラブルがあった生徒と会い、その生徒が教室から出てきて本生徒の右眼を殴った。
27障 -211 中３年・女 歯牙障害

運動会に向け、始業前に朝練習を体育館で行っていた。競技種目である台風の目（4 人を 1

組とし、全員が 1 本の長い棒を持ち、定められたコースを走る競技。コースの途中にコーンが

設置されており、そのコーンを中心に 1 回転することがルール。元の位置に戻ってきたら、次

の走者に棒を渡す。）の練習時、コーンを回転する際に遠心力が働き、顔面から転倒してしまい、

床に歯をぶつけたため歯が折れた。

（４）授業終了後の特定時間中
27障 -212 中１年・男 歯牙障害

合唱コンクールの練習を、クラスの生徒数人と一緒に校舎の渡り廊下で行っていた。その様

子を見た他学年の生徒が、本生徒の態度が悪いと誤解し腹を立て、後頭部を叩いたところ、そ

の勢いで本生徒が口をぶつけ、歯が 4 本折れた。
27障 -213 中１年・男 精神・神経障害

下校時、昇降口において、2 名の男子生徒と口論になった。そのうち１名がその場で本生徒

の左上腕部を殴打。もう１名が、生徒通用門を出た本生徒を走って追いかけ、道路上でうしろ

から飛び蹴りをした。
27障 -214 中１年・女 精神・神経障害

帰るために教室から廊下に出てしゃがみ込んで靴のひもを結んでいた。生徒が一斉に帰ろう

と廊下に出たため、廊下は混雑していた。たまたま横を通りかかった生徒の左膝が、しゃがん

27障 -206 中３年・男 視力・眼球運動障害
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でいた本生徒の右頭部に当たり、負傷した。
27障 -215 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

期末考査が終わり、友人と話しながら帰っていた。足元の排水溝の上にかぶせてある金属製

の柵と柵の隙間に右足がはまり、そのとき、右下腿部を柵の角で強く打ち、負傷した。

授業終了後、校舎 2 階教室内の窓枠に乗り、窓の外の庇
ひさし

の上に干してあった自分の靴を取ろ

うとして、窓の外側に背を向けて立った状態から、コンクリートの地上に転落した。
27障 -217 中２年・男 精神・神経障害

帰りの会の時間に、ベランダで友人と二人で遊んでいた。友人が教室に入ったので本生徒も

教室に入ったところ、友人が隠れていて本生徒を驚かせた。本生徒がびっくりしてベランダの

窓に両手をついたところ、窓が割れて両手を負傷した。
27障 -218 中３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

放課後の時間帯に、生徒会活動の準備中、体育館の出入り口のドアが閉まりそうだったので、

押さえようとガラスの部分に右手を置いてしまった。その際、閉まろうとする勢いが強かった

ためガラスが割れ、右手・右腕にガラスが刺さり負傷した。

〔Ⅵ〕通学中
（１）登校（登園）中
❶自転車

27障 -219 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

ヘルメットをかぶり自転車で通学路を登校中に、校門近くの右カーブの下り坂で砂利にタイ

ヤをとられて滑り、バランスを崩して転倒し、ガードレールに勢いよく突っ込んで右大腿を深

く長く切った。
27障 -220 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

自転車で登校中、交差点で横から出てきた高校生の自転車と接触して転倒し、さらにうしろ

から中学生の自転車も突っ込んできた。そのときに左足を自転車で強く打ち負傷して、瘢
はん

痕
こん

が

残った。

（２）下校（降園）中
❶徒歩

27障 -221 中１年・男 視力・眼球運動障害

下校途中に友人と話していた。途中、友人が立ち、川に石を投げた際に、川まで届かず手前

の階段に跳ね返った石が砕け、破片が本生徒の左眼に当たり、左角膜が裂傷した。
27障 -222 中２年・男 精神・神経障害

部活動終了後、部員 9 名で下校しているときに、本生徒が 1 人の部員からからかわれたこと

をきっかけにけんかとなった。もみあいの中で、相手の生徒が持っていた傘の柄が、持ち手

27障 -216 中２年・男 視力・眼球運動障害
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15㎝のところで折れた。相手の生徒が折れた傘の柄を前に突き出し、本生徒はそれを振り払お

うとしたが、左手首内側に突き刺さった。手首から出血し、その場にしゃがみ込んだ。

❷自転車
27障 -223 中１年・男 歯牙障害

部活動が終わり自転車で下校中、通学路の下り坂で自転車がスリップし転倒した。その際、

顔面を道路に強打し、歯を損傷した。



59障　害　編

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水泳

27障 -224 高１年・男 胸腹部臓器障害

水泳の授業で、アップでゆっくり 75m泳いだ後、プール内で立って教諭の説明を聞いていた

ときに、全身硬直を起こした。教諭が引き上げた後も、全身硬直が続いていた。次第に硬直が

解けてきたが、自発呼吸はなく、脈拍もなくなった。教諭が心肺蘇生を実施、担架でプール場

外へ運びAEDを装着し、1 回電気ショックを施した。その後、病院で治療を受けICDの植込み

手術を受けた。
27障 -225 高２年・男 精神・神経障害

体育の授業中にプールで飛び込み練習をしていた。入水する際、首に圧力がかかり、首と背

中を痛めた。

❷マット運動
27障 -226 高１年・男 せき柱障害

体育のマットで倒立前転をしようとして、倒立から前転の体勢がうまくいかず、背中からマッ

トに落ち強打した。
27障 -227 高１年・女 精神・神経障害

体育の授業中にマット運動をしていた。倒立前転の練習をしていたとき、倒立の状態から倒

れてしまい、頭部、頚部、背部を強打し動けなくなってしまった。

❸陸上競技（その他）
27障 -228 高２年・男 上肢切断・機能障害

障害者用歩行器で走行中、転倒。右肘から落ち、倒れた。

❹サッカー ･フットサル
27障 -229 高１年・男 歯牙障害

体育の授業中、サッカーをしていた。ゴールの横に反れたボールを追いかけ走っていたとき

に、部室前のフェンスに激突した。前歯をフェンスの枠にぶつけ、歯が欠けた。
27障 -230 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育でサッカーのミニゲームをしていてボールを追って走っているとき、足がもつれて転倒

し、左膝を捻った。
27障 -231 高３年・男 視力・眼球運動障害

体育の授業中にサッカーゲームをしていた。本生徒がボールを蹴った際、ディフェンスをし

ていた他の生徒の右足に当たり、跳ね返ったボールが左眼に当たった。
27障 -232 高３年・男 手指切断・機能障害

体育のサッカーの授業中、ゲームをしていてチームメイトの服に右手薬指が引っ掛かったが、
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そのまま動いていたため、引っぱられてしまい指を痛めてしまった。
27障 -233 高３年・男 胸腹部臓器障害

体育の授業でサッカーをしていたとき、突然走るのをやめ、倒れた。うつ伏せに倒れ、仰

向けになった状態で動かなくなった。自発呼吸も弱く、顔色もどんどん悪くなっていった。

AEDを装着、1 回電気ショックを施された。病院で治療を受け、ICDの植込み手術を受けた。
27障 -234 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

サッカーの試合をしていた際、ゴールが強風にあおられて後方から倒れてきて、ゴールキー

パーをしていた本生徒の左足首に当たり転倒した。

❺ソフトボール
27障 -235 高１年・男 歯牙障害

運動場で体育の授業を受けていた。本生徒はスコアをつける作業をホームベースから離れた

所でしていた。バッターが振ったバットが手から離れて飛び、本生徒の顔に当たった。鼻出血

があり、歯は上下の前歯が折れ、痛みと出血が見られた。
27障 -236 高１年・男 視力・眼球運動障害

ソフトボールで、本生徒はセカンドの守備位置にいた。打球が飛んできて本生徒の右眼に当

たり負傷した。
27障 -237 高１年・女 歯牙障害

体育の授業で、ソフトボールの試合をしていた。本生徒が 1 塁から 2 塁へ走行した際、2 塁ベー

スにいた生徒がボールを拾い、顔を上げたところに本生徒の前歯がぶつかり、歯が折れた。
27障 -238 高２年・女 歯牙障害

体育の授業中にグラウンドでソフトボールをしていた。バッターボックスの近くで記録を

取っていたが、バッターの振り抜いたバットが飛び、歯に当たった。
27障 -239 高３年・男 歯牙障害

体育の授業でソフトボールの試合をしていた際、他の生徒が打ったボールを捕ろうとし、打

球を確認しながら前方に走っていたところ、バックネットの支柱に顔から衝突し、脳震盪を起

こすとともに上唇を切り、前歯を 3 本折ってしまった。
27障 -240 高３年・男 手指切断・機能障害

体育の授業中にソフトボールをしていた。守備でゴロを捕ろうとしたとき、ボールが右手中

指に当たり負傷した。
27障 -241 高３年・男 胸腹部臓器障害

3 時限の体育の時間、ソフトボールの試合をしていた。ピッチャーをしていたときに、バッ

ターの打ったボールが下腹部に直撃した。

❻野球（含軟式）
27障 -242 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育の時間に、野球をしていた。本生徒がライトにゴロを打ち、内野手がボールを落とした

ため進塁した際、ベースを踏み外して転倒し、右足を負傷した。
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体育の授業中に、グラウンドで試合形式で軟式野球をやっていたとき、ファウルチップのボー

ルが眼に当たった。

❼ハンドボール
27障 -244 高２年・女 手指切断・機能障害

ハンドボールをしていて、ボールを受けたときに取り損ね、ボールで強く小指を突いたため、

左手小指を負傷した。

❽球技（その他）
27障 -245 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育の授業中、ピロポロの準備をしていたところ、他の生徒がピロポロのスティックを振っ

ていて、それが手から滑って飛んできた。スティックの端が左顔面に当たり挫創を負った。
27障 -246 高専５年・男 歯牙障害

体育の授業中に、体育館でラクロスをしていたところ、ラクロスのラケットが前歯に当たり、

前歯 4 本を折った。

❾スキー
27障 -247 高２年・男 歯牙障害

スキー場で体育のスキー授業中に、体育教師指導の下、スキー場に設置されているハーフパ

イプコースを滑走中、斜面の中腹辺りでターンしようとした際にバランスを崩して、ストック

が斜面に刺さり、刺さったストックのグリップ部に前歯を強打した。

❿準備・整理運動
27障 -248 高２年・男 精神・神経障害

体育の授業中、校庭がぬかるんでいたため、靴に付いた泥を落とそうとかかとで地面を強く

打ったところ、かかとから腰にかけて電気が走るような痛みを感じた。
27障 -249 高２年・女 胸腹部臓器障害

準備体操・柔軟・馬跳び・50m測定の場所へ走って移動した直後に倒れた。心肺蘇生で救命後、

ICDの植込み手術を受けた。

⓫体操（組体操）
27障 -250 高２年・男 精神・神経障害

ピラミッドの演技を作成中（7 名、5 名、4 名、3 名、2 名、1 名）の上から 2 番目、右の位

置が本生徒のポジションであった。1 番上の生徒が乗ることなく、全体がうしろに倒れた。そ

のとき先に倒れていた生徒の膝が本生徒の腰に当たり、痛めた。

⓬その他
27障 -251 高１年・男 歯牙障害

体育の授業でプールの水を抜いて清掃をしているときに、本生徒の脇腹に他の生徒のデッキ

ブラシの柄が当たって本生徒が振り向いたときに足元が滑り、転倒。顔面をプールの底で打ち

受傷した。

27障 -243 高３年・男 視力・眼球運動障害
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体育祭の学年種目（40 人 41 脚）の練習中、足のリズムが乱れ転倒した際、手が出ず顔面を

床に打ち付け、上前歯が折れてしまった。

（２）工業
27障 -253 高３年・男 手指切断・機能障害

工業の実習中に、鉄でできた三角定規を片手で持ち上げて運び、床に下ろそうとしたところ、

重みでバランスを崩し右側に転倒した。その際、右手の上にその三角定規が落ちてきて、右手

を負傷した。
27障 -254 高専３年・男 手指切断・機能障害

機械実習の授業中、2 人組でホブ盤（歯車を作る工作機械の名称）を操作して 2 種類の歯車

を作成していたときに、左側の歯車を交換しようと歯車に手をかけたところ、もう 1 人が右側

の他の交換部品の溝位置を合わせるために操作ボタンを押してしまい、左手が機械に巻き込ま

れた。

（３）総合的な学習の時間
27障 -255 高１年・男 せき柱障害

学校祭で使用するクラス紹介ビデオを撮影する授業で、本生徒は担任教師の指導の下、バス

ケットボールを持ち約 8m助走し、授業用の椅
い

子
す

を踏み台にダンクシュートを行った。その際、

椅子を支えていた生徒が踏み込みと同時に椅子を引き、体勢を崩した状態でバスケットリング

を持った。助走による加速も加わり蹴り上がりのような体勢から手が外れ、高さ約 2.5mから肩・

首付近から床に落下した。直ちに病院へ搬送され、頚椎と腰椎の圧迫骨折と診断された。

（４）その他の教科	
27障 -256 高１年・男 歯牙障害

学校設定教科の「産業社会と人間」における社会人インタビューで、国民宿舎に行き、開始

前に駐車場で馬跳びをしていて、顔から地面に突っ込み、前歯を負傷した。
27障 -257 高専３年・男 視力・眼球運動障害

ものづくり総合実習で、他の学生がNCフライス盤を操作中に、ドリルを回転させずに挿入し、

送りを加えたためドリルが破損し、2m離れて見学していた本学生の右眼に、破損したドリルの

破片（1.5㎝程度）が飛んできて刺さった。

27障 -252 高３年・女 歯牙障害
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〔Ⅱ〕学校行事

（１）文化的行事
27障 -258 高２年・男 手指切断・機能障害

文化祭の片付け終了後、教室でふざけており、友人を追いかけて校舎を走っていた。友人が

校舎の昇降口の扉を通過したときに、その扉が閉まったが、本生徒は勢いがついていたために

止まることができず、扉のガラスに頭部から突っ込んで負傷した。

（２）大掃除
27障 -259 高２年・女 精神・神経障害

教室の掃除で教壇を動かし立てかけていたところ、倒れてしまい、左足の横すねから足の甲

にかけてを擦りながら倒れたため負傷した。
27障 -260 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

校内の大掃除が行われていた。校舎 5 階の渡り廊下南側窓付近で、本生徒がクラスの友人と

談笑中、窓枠（高さ 95㎝）にのぼり、誤って 2 階庇
ひさし

に転落した。

（３）運動会・体育祭
27障 -261 高３年・男 胸腹部臓器障害

体育祭の練習時、本生徒は組体操の練習後に意識不明、呼吸停止となり、救急搬送を行った。

AEDで除細動を 1 回実施した。病院でICDの植込み手術を受けた。

（４）競技大会・球技大会
❶持久走・長距離走

27障 -262 高２年・男 胸腹部臓器障害

1 万m走大会で走り終え、ゴール後 20m歩いたところで突然倒れた。意識はなく、脈も確認で

きず、全身は硬直したようにけいれんを起こしていた。病院で治療を受け、ICDの植込み手術

を受けた。

❷ドッジボール
27障 -263 高２年・女 手指切断・機能障害

球技大会で、ドッジボールの試合に出ていたとき、相手チームのボールを取ったところ、ボー

ルを受けきれず、指先ではじいてしまい、右手人差し指に激痛が走った。

❸サッカー ･フットサル
27障 -264 高１年・男 精神・神経障害

体育大会でサッカーの試合中、相手チームの選手と接触し、左ほおを骨折した。
27障 -265 高３年・男 歯牙障害

サッカーの試合中、ゴールキーパーをしていて、ボールが飛んできて飛びついた際、他の生
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徒の膝が顔面に当たり、唇が切れて出血し、歯が 3 本抜け、頭が痛くなった。

❹柔道
27障 -266 高２年・男 胸腹部臓器障害

武道場で柔道のクラスマッチ試合中、相手の足技で相手とともに転倒し、右の精巣を打撲し

たことにより精巣が破裂した。

（５）遠足
27障 -267 高２年・男 視力・眼球運動障害

遠足で 5 人でサッカーをしているとき、友人とボールを奪いあっていた。予想以上に跳ねた

ボールを友人が蹴ったところ、本生徒のボールが右眼に当たり、右眼の視界の 3 分の 1 ほどが

見えなくなった。受傷直後は右眼が痛く、視界の 2 分の 1 は見えていなかった。

（６）その他集団宿泊的行事
27障 -268 高２年・男 胸腹部臓器障害

海外にあるホテルで夕食を食べているときに、椅
い

子
す

に座っていたところ、突然昏倒し、じゅ

うたんが敷かれた床に大の字に転倒した。その時点で心肺停止状態だった。息を吹き返しては

また心臓が停止し、蘇生で再開するなどが 15 分～ 20 分続いた。その後、入院し精密検査にて

ICD植込み手術を受けた。

〔Ⅲ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶跳箱運動

27障 -269 高２年・女 精神・神経障害

跳馬演技の際に、助走から踏み切りに入り手をついたところ、右手を滑らせて右側額からマッ

トに落下した。

❷体操（その他）
27障 -270 高２年・女 せき柱障害

新体操団体演技の部分練習中、本生徒がフープを真上へ投げ上げ、両腕を開き左右 1 名ずつ

の生徒に支持され、ジャンプし、後方へ転回し落ちてくるフープを蹴り上げ両足着地するとこ

ろ、頭から落下した状態となった。

❸投てき
27障 -271 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

部活動での朝練習時、投てきのハンマーの練習中、他の生徒が投げたハンマーが、腹部に直

撃した。
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❹サッカー ･フットサル
27障 -272 高１年・男 視力・眼球運動障害

サッカー部の活動中、シュートしたボールがキーパーに当たり、跳ね返ったところ本生徒の

右眼に当たった。
27障 -273 高１年・男 視力・眼球運動障害

サッカー部の活動中、校庭で試合形式の練習をしていたところ、相手チームの生徒が蹴った

ボールが本生徒の左眼に当たった。
27障 -274 高１年・男 下肢切断・機能障害

部活動中、紅白戦で本生徒と相手側のチームの生徒がボールを奪い合った際、相手生徒が本

生徒の前に入り込みボールを保持しようとしたが、バランスを崩し右足膝元に足で乗るような

状態で、お互いがもつれるように転倒した。本生徒は右足を逆方向に捻るように強打、鈍い音

がした。
27障 -275 高１年・男 精神・神経障害

ゲーム形式の練習をしていて、シュートを打とうとしたところ、他の生徒と接触し、転倒し

た。後頭部から落下し、首と腰を打った。
27障 -276 高１年・男 聴力障害

公式試合中、本生徒は延長戦から出場。ゴール前で頭上にボールが上がったのでヘディング

シュートしようとした際に、相手キーパーの頭部と額がぶつかり頭から地面に転倒した。
27障 -277 高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

サッカー部のマネージャーとしてボール拾いをしていたとき、ボールを追いかけていったら

前方に鉄棒があることに気付かず、そのまま前かがみ気味に前進して額をぶつけ、負傷した。
27障 -278 高２年・男 歯牙障害

新人戦で試合に出てプレーをしていたところ、相手チームの選手と接触し、その際、相手選

手の膝が本生徒の口に強く当たってしまった。
27障 -279 高２年・男 視力・眼球運動障害

サッカー部の練習中、本生徒が蹴ったボールが、1m前までボールを奪いに来ていた相手生徒

の足に当たり、跳ね返ったボールが左眼に直撃した。
27障 -280 高２年・男 視力・眼球運動障害

他校での試合中、競り合いになり、相手生徒の頭と、本生徒の左眼がぶつかった。
27障 -281 高２年・男 精神・神経障害

サッカーの練習中、本生徒と他の生徒がけんかを始めたが、周囲の生徒多数が制止に入り、

けんかは鎮静化した。ところがその後、その場にいた別の生徒と本生徒がけんかとなり、本生

徒が頭と首にけがを負った。
27障 -282 高２年・男 胸腹部臓器障害

サッカー部活動で他校との練習試合を行った。試合終了後、後輩のサッカー部員と練習試合

を行っていたところ、本生徒がボールを強く蹴った後、急に意識をなくし、前につんのめるよ
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うにして倒れ心停止状態になった。救急処置を行い、AEDを実施した。神経障害なく改善し、

ICDの植込み手術を受けた。
27障 -283 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

部活動中、試合で他の生徒と接触し、左手から転倒骨折した。
27障 -284 高２年・男 そしゃく機能障害

本校グラウンドで他校と練習試合中、本生徒はゴールキーパーのポジションだった。相手の

スルーパスを先に飛び出しキャッチしたところ、相手選手がスライディングしてきてスパイク

が本生徒の下顎に当たった。
27障 -285 高２年・女 歯牙障害

女子サッカー部活動で試合中、ドリブルをしている相手の生徒を追いかけていたところ、そ

の生徒の左肘が上顎と上の前歯付近に直撃し脱臼してしまった。
27障 -286 高２年・女 精神・神経障害

サッカー部の練習中、本校グラウンドで練習試合をしているとき、高い位置に上がったボー

ルを他の生徒とともにヘディングをしようとした。その際、相手の頭部が本生徒の左ほおに当

たった。
27障 -287 高３年・男 歯牙障害

サッカー部でインターハイ予選に出場中、相手側のゴール付近で味方選手の頭と本生徒の顔

面が強く衝突し転倒した。その際、前歯 3 本が欠落し、口唇と鼻を負傷した。

❺テニス（含ソフトテニス）
27障 -288 高１年・男 歯牙障害

部活終わりに、テニスコートを整地するローラーに乗って遊んでいて、ローラーの引き棒で

前歯を打撲した。

❻ソフトボール
27障 -289 高１年・女 視力・眼球運動障害

ソフトボール部の活動中、午前から練習を開始し、昼休憩後、午後からバッティング練習を

開始した。二人一組で外野フェンス手前の的を狙い打つ練習を行っていた。まだ打撃中のグルー

プがいたが、早めに打ち終えた本生徒のグループがボールの回収に外野フェンス沿いに行って

しまい、他グループの生徒が打った打球が的から右にそれて、本生徒の顔面に当たった。
27障 -290 高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

ソフトボール部の活動中、ランナーと接触し転倒。左肘を地面に強打し、負傷した。
27障 -291 高２年・女 歯牙障害

部活動中にボール回しの練習をしていたところ、自分に向かってきたボールを捕るのに失敗

し、ボールが口に当たった。
27障 -292 高２年・女 精神・神経障害

ソフトボール部の合同練習で日中の練習を終えた後、宿舎までランニングで帰っているとき、

ふらふらと倒れて起き上がれなくなった。
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❼野球（含軟式）
27障 -293 高１年・男 歯牙障害

夏休み中の野球部の練習試合で、守備をしていて、打球がグローブに当たり、自分の口唇部

に当たって負傷した。
27障 -294 高１年・男 歯牙障害

野球部でバント練習をしていた。ファウルボールを取りにいってかがんだところ、近くで素

振りをしていた部員のバットが顔面に当たってしまい、顔面骨折し、歯を破折してしまった。
27障 -295 高１年・男 歯牙障害

野球部の練習中ティーバッティングをしていたとき、飛んできたボールが顔に当たり負傷し

た。
27障 -296 高１年・男 歯牙障害

硬式野球部の練習試合中、バットを振っている選手の近くにバットを拾いに行ってしまい、

振られたバットが口を直撃した。
27障 -297 高１年・男 歯牙障害

野球部練習中、本生徒がネット横 1mぐらいの位置でゴロ捕球のボールを投げていた際に、

ネットに向かって投げられるはずのスローイングのボールがネットを大きくそれて、本生徒の

顔面部分に飛んできたため、顔を上げた瞬間ぶつかり、受傷した。
27障 -298 高１年・男 視力・眼球運動障害

野球部の活動中、トスバッティングのトスをしていたとき、別の場所でキャッチボールをし

ていたボールが飛んできて、左眼に当たった。
27障 -299 高１年・男 視力・眼球運動障害

本校のグラウンドで野球部の練習試合をしていた。本生徒はショートで守備をしていた。バッ

ターが打ったボールを捕ろうとしたが、バウンドしたときにボールの方向が変わり、本生徒の

右眼に当たった。
27障 -300 高１年・男 視力・眼球運動障害

休日の部活動中、ノックの練習をしていた際に、投手の投げたボールが本生徒の左眼に直撃

し、負傷した。
27障 -301 高１年・男 視力・眼球運動障害

野球部の活動中、グラウンドで 3 組並んで打撃練習をしていた。防球ネットを張り、打撃投

手をしていたところ、隣の席で打たれたボールがネットの枠に当たり、跳ね返ったボールが本

生徒の右眼に当たった。
27障 -302 高１年・男 視力・眼球運動障害

守備練習中、前の生徒が取り損ねたボールがグローブの端に当たり、1mほどうしろにいた本

生徒の左眼に当たり負傷した。
27障 -303 高１年・男 手指切断・機能障害

野球部の活動で試合形式の練習をしていた。突然強風が吹き、バッティングゲージが倒れた
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ため、ゲージを立てる作業をしていた。ゲージを運んでいたとき、再び強風が吹いたため、ゲー

ジの一部が倒れ、本生徒の右手薬指が挟まってしまった。
27障 -304 高１年・男 精神・神経障害

ゆっくりとしたスピードのボールを竹製のバットで打つ練習をしていた際に、打ち返された

打球が左側頭部のこめかみ付近を直撃した。
27障 -305 高１年・男 精神・神経障害

野球部のウェイトトレーニング中に 170㎏のバーベルをスクワットで挙げようとしたとこ

ろ、バランスを崩し、首、背中、腰を痛めた。
27障 -306 高１年・男 精神・神経障害

野球部のバッティング練習中、本生徒はピッチャーをしていた。ライナー性のボールが本生

徒の頭部に当たり負傷した。
27障 -307 高１年・男 精神・神経障害

野球部の練習でインターバル走をしているとき、急に高体温になり意識を失った。重症熱中

症となった。
27障 -308 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

野球の練習の準備をしているとき、他の部員が投げた石が右手甲に当たり、出血し腫れた。

病院受診後、細菌感染を起こした。
27障 -309 高１年・女 視力・眼球運動障害

野球部のマネージャーをしていた。当日は雨が降ってきたため、ピロティー内でトスバッティ

ングの練習を開始。ボールを投げる人がいなかったため、代わりに 1 球目を投げたところ打ち

返した球が眼球に当たり負傷した。
27障 -310 高２年・男 歯牙障害

硬式野球部の活動中に、野球場でボールを捕る練習をしていたところ、野手が投げたボール

が照明の光で見えにくくなった。右ほおから口部にかけて直接ボールが当たり、歯牙欠損した。

事故当時、マウスガードは着用していた。
27障 -311 高２年・男 歯牙障害

部活動の朝練習中に、ノック練習でサードを守っていたところ、イレギュラーバウンドした

打球が口に当たり、口から出血し前歯 2 本が折れた。
27障 -312 高２年・男 歯牙障害

野球部の練習中、外野でノックを受けていて、ボールが口に当たり、前歯の 3 本が破折した。
27障 -313 高２年・男 歯牙障害

野球部の活動に参加していた。本生徒がセカンド守備をしていたときに、バッターが打った

ボールが目の前でバウンドして歯に当たってしまった。
27障 -314 高２年・男 歯牙障害

グラウンドで野球部の練習をしていた。守備練習のときにボールが口に当たり、前歯が折れ、

口唇が切れた。
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野球の部活動でバッティングの練習中、サードの守備をしていた際、打球がイレギュラーバ

ウンドしたため、ボールが口部に強く当たり、歯を折るなど口部を負傷した。
27障 -316 高２年・男 歯牙障害

野球部の練習中、ノックの守備をしていた。打球がイレギュラーバウンドして歯に当たり負

傷した。
27障 -317 高２年・男 歯牙障害

野球部活動で、練習試合のため野球場に来ていたところ、試合前に投球練習をしようとブル

ペンに入ろうとした際に、別の生徒が素振りをしており、そのバットが顔面に直撃した。
27障 -318 高２年・男 歯牙障害

ノック時、捕球体勢に入っていたため、ボールが急にイレギュラーしたが、身動きが取れず

直接口に当たった。前歯 1 本が折れ、2 本が欠けた。
27障 -319 高２年・男 歯牙障害

野球部活動中、捕球の練習をしていたが、イレギュラーボールが口元に当たり負傷した。
27障 -320 高２年・男 歯牙障害

バッティング練習中にバッティングピッチャーをしていたところ、打者の打球をよけきれず、

口に直撃を受けた。唇が裂け、歯も負傷した。
27障 -321 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部の活動中、フリーバッティングの投手をしていた。隣で打撃練習をしていた生徒の打

球が、防護用ネットの一部破損していた部分から通過し、右眼に直撃した。
27障 -322 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部の練習試合中、バッターボックスでバットを振ったところ、自打球が右眼の上に当たっ

た。
27障 -323 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部にてバント処理の守備練習で捕手をしていた際、投手は牽制球用のボールを持ち、投

げる真似だけなので本生徒はマスクをしていなかった。ノックされるボールに集中していたと

ころ、投手が誤ってボールを投げたため、来るとは思っていなかったボールが顔面に直接当たっ

た。意識ははっきりしていたが、眉毛の上から出血があり、右眼の周りが腫れていたため、直

ちに氷で冷やしながら、病院の救急部へ搬送、受診し入院となった。
27障 -324 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部の活動の時間に、バッティングピッチャーをしているとき、バッターの打ったボール

が右眼を直撃し、右眼の上が切れた。
27障 -325 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部の練習に参加していた。ティーバッティングで、ボール出しの係をしていたときに、

ボールを出し損ねてしまい、打者が定位置でないボールを片手打ちし、本生徒の顔面（鼻と左

眼周辺）に直撃してしまった。

27障 -315 高２年・男 歯牙障害
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野球部の活動に参加し、マシンでのバント練習をしていたところ、自打球が当たり、左ほお

骨及び左眼を負傷した。
27障 -327 高２年・男 視力・眼球運動障害

屋内練習場で、打撃練習を行っていた。隣の生徒の打球が保護ネットに当たって跳ね返り、

保護ネットの隙間を抜けて、本生徒の左眼部に当たった。
27障 -328 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球の試合中、イレギュラーボールが眼に当たり、右眼を負傷した。
27障 -329 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部の活動中、キャッチボールをしていて、本生徒がよそ見をしているところへ相手の生

徒が投球し、向き直った瞬間、ボールが左眼を直撃した。
27障 -330 高２年・男 視力・眼球運動障害

フリーバッティング中に打者が打ったボールが､ 60m ～ 70m離れた所で守備をしていた本生

徒の左眼に直撃し負傷した。
27障 -331 高２年・男 精神・神経障害

硬式野球部練習中、本生徒は捕手のポジションで、ホームベース左斜め後方に立って、ノッ

クを受けた人から返球されるボールを受けていた。その際、ノックバットの先端が本生徒の額

中央に当たってしまった。
27障 -332 高２年・男 胸腹部臓器障害

練習試合中、一塁ランナーコーチャーをしていた。バッターの打球が勢いよく飛んできて股

間にぶつかった。
27障 -333 高２年・男 胸腹部臓器障害

練習試合中、バッターとして打席に立った際、ピッチャーの投球が思いのほかカーブしたた

め、避けようとしたが避けきれず股間に当たった。
27障 -334 高２年・男 胸腹部臓器障害

放課後、グラウンドで野球部の練習をしていた。打撃の練習中、本生徒がキャッチャーをし

ていた。打者のファウルチップが本生徒の股間に当たり、激しい痛みを生じた。
27障 -335 高２年・女 視力・眼球運動障害

野球部のマネージャーとして、ベンチに座り記録をしていた。打者の打ったボールがベンチ

内に座っていた本生徒の右眼にライナーで直撃した。
27障 -336 高２年・女 視力・眼球運動障害

野球部の練習中に、バッティング練習用のマシンへボールを入れていたところ、打ち返され

たボールがネットの間を抜けて本生徒の顔面にぶつかった。
27障 -337 高３年・男 歯牙障害

練習の際にフライを捕ろうと空を見上げたところ、太陽と重なってボールを見失い、捕り損

ねたボールが口に当たった。

27障 -326 高２年・男 視力・眼球運動障害
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野球部の活動で、グラウンドでノックの練習をしていたところ、ボールがイレギュラーバウ

ンドし、前歯の辺りに当たった。
27障 -339 高３年・男 歯牙障害

野球部の活動で試合中に、ショートの守備をしていて、打球を捕ろうとしたところバウンド

して前歯に当たり、歯が折れた。
27障 -340 高３年・男 視力・眼球運動障害

練習時間中、ティー打撃練習の配球中に打球がネットから跳ね返り、打者が次の配球ではな

く、跳ね返りの球を打ってしまった。その球がネットの枠に当たって跳ね返り、配球をしてい

た本生徒の右眼に当たった。
27障 -341 高３年・男 視力・眼球運動障害

野球部顧問指導の下、野球部の練習が行われていた。三塁・本塁間の挟殺プレー中に、捕手

の投げたボールが三塁の守備についていた本生徒の右眼に当たり痛めた。
27障 -342 高３年・男 視力・眼球運動障害

ティーバッティングの練習中、本生徒はトスをしていた。少し低めのトスを打者が打ってし

まい、コースがそれ、本生徒の左眼下を直撃した。
27障 -343 高３年・男 下肢切断・機能障害

練習試合中、1 塁走者として 2 塁ベースにスライディングしたときに、左足首を負傷した。

❽ハンドボール
27障 -344 高１年・男 視力・眼球運動障害

大会において、相手のシュートをブロックしようとしたとき、左眼にボールが直撃した。
27障 -345 高２年・男 視力・眼球運動障害

ハンドボール部の練習中、相手のシュートしたボールがゴールポストに当たり、その跳ね返っ

たボールが近距離で本生徒の眼に当たった。痛みがひどく、見えにくい状態になった。
27障 -346 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育館でハンドボール部の活動中、練習試合をしていた。相手生徒と衝突し、相手の歯が本

生徒の左ほおに突き刺さり、出血した。

❾バレーボール
27障 -347 高１年・女 歯牙障害

他校の体育館でバレーボールの練習試合中、レシーブをしようとボールに向かって飛び込ん

だところ、そのまま顔面から床に落ち、床に顔を強打した。
27障 -348 高２年・男 手指切断・機能障害

ウェイトトレーニングをしようとしたら、マシンに不具合があり、重さの調整ができない状

態になっていたため、直そうとして不適切な位置に挟まっているピンを抜いたら、重りが落下

してきて左中指を挟んだ。

27障 -338 高３年・男 歯牙障害
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バレーボール部のウォーミングアップ中に体育館でリレーをしていた。全力で走っていたら

止まりきれず、壁に顔面をぶつけ、上の前歯が 3 本折れた。
27障 -350 高２年・女 聴力障害

バレーボールの練習で、対人レシーブの練習を行っていた。打ち手と受け手は 2mほど離れ、

本生徒は受け手側で、もう 1 人の受け手の方を向いていたとき、打ち手がアタックしたボール

が飛んできた。本生徒は防ごうとしたが防ぎきれず、左耳に当たった。

❿バスケットボール
27障 -351 高１年・男 歯牙障害

他校での練習試合で、パスされたボールを捕りに行こうとしたところ、相手チームのディフェ

ンスと接触し、その際に相手選手の頭部が本生徒の口元に当たった。
27障 -352 高１年・男 手指切断・機能障害

バスケットボール部活動の練習中、ボールを取ろうとしたときに、左手を突き負傷した。
27障 -353 高２年・女 歯牙障害

バスケットボール部の練習試合中、ボールを取ろうとして相手の選手の頭とぶつかってしま

い、上の前歯 3 本が折れてしまった。
27障 -354 高３年・男 歯牙障害

バスケットボールの試合中に、相手と接触し、歯をぶつけた。
27障 -355 高３年・男 胸腹部臓器障害

放課後、部活動で 3 年生のお別れ試合をしている際に、突然その場で前に倒れた。倒れる前

には 30 分程度のアップ（ランニング、パス練習など）を行っており、10 分間の試合が終了す

るのと同時にうつぶせに倒れた。声掛けをしたが反応はなく、仰向けにすると呼吸をしていな

い様子だった。すぐにAEDを使用するなど心肺蘇生を行った。病院に搬送数日後に意識が戻り、

ICDの植込み手術を受けた。

⓫ラグビー
27障 -356 高１年・男 歯牙障害

ラグビー部活動中に、運動場でタックルを受けていたところ、タックルをした生徒の頭が本

生徒の口に当たり、上口唇が切れて、上前歯 3 本を負傷した。
27障 -357 高１年・男 手指切断・機能障害

スポーツセンターにてラグビー部の合宿中の 2 日目、施設の二槽式の洗濯機で洗濯中に不注

意で脱水槽に右人差し指が入り、脱水中の洗濯ネットのファスナーが右人差し指に絡みつき、

損傷した。
27障 -358 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

ラグビー新人大会予選に参加した際、タックルされ転倒したとき、相手選手に顔を踏まれ負

傷した。

27障 -349 高２年・女 歯牙障害



73障　害　編

顧問指導の下、ラグビー部での試合形式の練習中、相手生徒の肩が本生徒の口に強く当たり、

歯が折れた。
27障 -360 高２年・男 視力・眼球運動障害

ラグビー部の練習中に、4 人 1 組でボールを捕り合うジャッカルの練習をしていて、ボール

を取りにいったところ、他の生徒の指が本生徒の左眼に入り、視野の一部が見えなくなった。
27障 -361 高３年・男 歯牙障害

ラグビー部の練習中、相手生徒とぶつかった際、相手の肩が本生徒の前歯に当たり破損した。
27障 -362 高３年・男 手指切断・機能障害

ラグビー部の活動で行われた練習試合中、相手生徒をタックルした際に相手の体で右手の指

を突いてしまった。
27障 -363 高３年・男 精神・神経障害

部活動の試合中、相手生徒の膝もとにタックルに入った。タックルした際に倒した相手の身

体の脇に倒れた。倒れたとき、額が地面についてしまい、その上に後方からタックルに入って

きた選手がのしかかり、首が屈曲、身体が動かなくなった。
27障 -364 高３年・男 胸腹部臓器障害

公式試合中、本生徒が他の選手にパスをしたとき、相手チームの選手から激しいタックルを

受け、下腹部を打ち、右下腹部に違和感を感じた。

⓬バドミントン
27障 -365 高１年・男 歯牙障害

部活動でバドミントンの練習中、ジャンプをしながらスマッシュを打ち、着地するときにバ

ランスを崩して転倒した。倒れる際に上顎と前歯を床にぶつけた。
27障 -366 高１年・男 視力・眼球運動障害

部活動中、本生徒が投げたシャトルを他の生徒が打つという練習をしていたときに、相手生

徒が打ち返したシャトルが至近距離で左眼に当たった。
27障 -367 高２年・女 視力・眼球運動障害

バドミントン部の活動で、大会団体戦にダブルスの選手として出場していた。1 回戦の試合

中、後衛のパートナーが打った際、うしろを振り向いたところシャトルが直接右眼に当たった。

眼球内に出血があり、痛みでしばらく眼が開けられなくなった。

⓭ホッケー
27障 -368 高２年・男 歯牙障害

ホッケー部の部活動時、試合形式での練習中、相手チームメンバーがボールを打った際、相

手の振ったスティックが近くにいた本生徒の上下口唇部及び右側上下切歯を強打し、負傷した。
27障 -369 高３年・男 歯牙障害

体育大会兼予選ホッケー競技において、ゴール前付近で、相手チームが無理なフォロース

ルーにより打ったボールを阻止しようと、ディフェンスに入った本生徒の顔面に、相手選手の

27障 -359 高２年・男 歯牙障害
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スティックが強く当たり、鼻から口にかけて負傷した。

⓮球技（その他）
27障 -370 高２年・男 手指切断・機能障害

大学のグラウンドでアメリカンフットボールの練習試合中、他の生徒と接触した際に、相手

のヘルメットに右手が挟まり負傷した。

⓯柔道
27障 -371 高１年・女 視力・眼球運動障害

柔道の練習中、払い腰の巻き込みをかけられたとき、受け身に失敗して顔面を床に打った。

その際、右眼の見え方が二重になり、頭痛を感じた。
27障 -372 高２年・男 歯牙障害

柔道場で乱取りの練習をしていて、相手生徒の膝が当たり、右上の前歯 1 本と下前歯 2 本が

折れた。
27障 -373 高３年・男 精神・神経障害

近隣 5 校との合同練習で、乱取りをしていた。自ら技をかけようとしてそのまま頭、右肩か

ら畳へ落下し、相手生徒の体重も掛かったため、首に負荷が掛かってしまい負傷した。
27障 -374 高３年・男 胸腹部臓器障害

練習中、投げられた際に肩から落ち、相手生徒の体が上に乗ってきて、肘が本生徒の腹部に

全体重が掛かった状態で当たった。

⓰剣道
27障 -375 高２年・男 胸腹部臓器障害

剣道の練習が終了し、部室で着替えをしているときに急に倒れた。意識がない状態のため、

現場にいた教諭が心臓マッサージをし、AEDを使用した。救急車が到着し、病院へ救急搬送

した。病院で治療を受け、ICDの植込み手術を受けた。
⓱弓道

27障 -376 高２年・女 視力・眼球運動障害

的前に立つ前に畳に向かって練習していたところ、畳に当たった矢が跳ね返り右眼付近に当

たった。矢
や

筈
はず

が畳に当たった際に外れ、筈口の部分が直接当たったと思われる。

⓲武道等（その他）
27障 -377 高１年・男 せき柱障害

小学生用体育館内で天井の梁
はり

に備え付けられていたクライングロープを用い、トレーニング

を行っていた。本生徒は天井付近（4m）までロープで登り、ロープの金具にタッチし、下降し

ようとした際、厚さ 1㎝程度のマットが敷かれた床に落下した。その後、うしろにのけぞり、

尻もちをつく形で足と腰を強打した。

⓳その他
27障 -378 高１年・女 せき柱障害

大学の体育館にてチアリーディング部の合同強化練習会に参加中、スタンツの練習をしてい
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たところ、バランスを崩して 3 段目から落下し、腰部を床に打って痛めた。
27障 -379 高２年・男 歯牙障害

筋力トレーニングで馬跳びをしていたとき、バランスを崩して顔から地面に崩れ、顔を強打

し前歯が 3 本折れた。
27障 -380 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

代表選手選考会の準備を海上で行っていた。目的地に向かって船で走行中、船から落下した

マークブイを（長さ 1.6m・直径 1.1m）を引き上げようとしてロープをつかんだところ、ロープ

の摩擦によって右手中指の第一関節辺りから削ぎ落とされてしまった。
27障 -381 高２年・女 視力・眼球運動障害

部活動で新人大会に参加し、渓谷の 800m付近で登山中、雨が降っていたため岩場が濡れて

いて足を滑らせ滑落し、全身打撲、右眼眼
がん

窩
か

と鼻を骨折した。
27障 -382 高２年・女 精神・神経障害

チアリーディング部で、スタンツのトップとしての難度の高い技を練習していた。4m程の高

さに飛ばされ回転してマットの上に着地する際に、マットの移動が間に合わず床の上に腰から

落ち、頭部及び全身を強打した。
27障 -383 高３年・女 歯牙障害

馬術部の練習中に、本生徒の騎乗する馬が他の馬の動きに驚き暴れた。その弾みで下顎から

落馬し、地面に顔面を強打し鼻出血、口内からも多量の出血があった。
27障 -384 高３年・女 精神・神経障害

チアリーディング部での練習中、ロンダートからバック転をする際、ロンダートが曲がって

しまい、バック転着地時に右腕をひねり、右肘を脱臼した。

（２）文化的部活動
27障 -385 高専１年・男 視力・眼球運動障害

ロボコン部の活動中、ロボットのアーム部分のロックが外れ、アルミ角材（12㎜× 12㎜　

長さ約 60㎝）が左眼下に強く当たった。

〔Ⅳ〕休憩時間
（１）休憩時間中	

27障 -386 高１年・男 視力・眼球運動障害

社会情報の授業の終わりから休み時間にかけて、同じクラスの男子生徒とささいなことで口

論となり、お互いが興奮状態となった。後日それを見ていた他の生徒によると、眼辺りを 5、

6 発殴られていたようだった。
27障 -387 高２年・男 視力・眼球運動障害

全校行事で生徒が講堂に集合している際、同じクラスの生徒が、教室で本生徒の飲料容器に、

自宅から持参した硫酸タリウムを混入させた。行事終了後本生徒がその飲料を飲んだ。2 か月
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後にも同様の災害が発生したと思われる。症状は腹痛、後頭部全体の脱毛、両下肢脱力、視力

低下等であった。いくつもの病院で診療を受けるが原因は分からず、症状は改善されなかった。

その後、大学病院において複数の診療科で横断的検査が行われ、タリウム中毒と判明した。
27障 -388 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育館のピロティで次の授業に行くために走ったところ、転倒し金属部分に下腿前面をぶつ

けて挫傷した。

（２）昼食時休憩時間中
27障 -389 高３年・男 精神・神経障害

昼休み、友人数名と屋内のプールサイドで遊んでいた際、誤って着衣のままプールに落下し

た。その後、ぬれた状態で友人を追いかけた際、更衣室前のフロアで滑って転倒し、後頭部を

強打した。
27障 -390 高３年・女 歯牙障害

昼休みに校庭で、体育祭のムカデ競争の練習をしていたところ、本生徒が先頭で走っていた

ときに、うしろの生徒に押され転倒し、地面に顔面を歯をぶつけ、打撲した。
27障 -391 高３年・女 足指切断・機能障害

5 時限の体育の授業の着替えのために更衣室に入ろうとしたとき、ガラスの扉を誤って右足

で割ってしまい、右下腿を負傷した。

（３）始業前の特定時間中
27障 -392 高１年・男 視力・眼球運動障害

ショートホームルームが始まる前、クラスの男子生徒数名が野球の真似ごとをして遊んでい

た。本生徒は自席でノートを書いていて、顔を上げた瞬間、他の生徒がバットの代わりにして

いた傘が手から離れて、左眼に当たり、出血や痛みなどで左眼が開けられなくなった。

27障 -393 高１年・男 胸腹部臓器障害

体育の授業で駅伝を行うので、練習のために友人と 2 人で校舎の外周を走っていたとき、

700m走ったところで突然息が苦しくなり、その場に倒れた。数名の教諭が駆けつけ、AEDと

救命処置を行った。意識は戻らなかったが、呼吸と脈拍は回復し病院へ搬送、治療を受け 4 日

後に意識が回復した。ICDの植込み手術を受け、約 1 か月の入院治療後、学校生活に復帰した。

〔Ⅴ〕寄宿舎にあるとき

27障 -394 高２年・男 下肢切断・機能障害

本生徒は寮生で、朝の清掃で 3 階の湯沸室の清掃を一人で行っていた。その際、湯沸室の窓

の汚れが気になり、窓枠に足を乗せてふこうとしたところ、誤って足を滑らせてしまい、3 階
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から外へ転落してしまった。

〔Ⅵ〕通学中

（１）登校（登園）中
❶自転車

27障 -395 高 3年・男 精神・神経障害

登校時、駅まで自転車に乗っていたところ、雨が降り出したために滑って転倒して、街灯に

衝突し首をぶつけた。
27障 -396 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

登校時、自転車で下り坂を走行中、対向車を避けようとハンドルを切ったとき、強風にあお

られてバランスを崩し、転倒した際に額を負傷した。

（２）下校（降園）中
❶鉄道

27障 -397 高１年・男 視力・眼球運動障害

下校中、駅のホームで同級生とトラブルになり、顔面を殴る蹴るされ、顔面、眼、歯を負傷

した。

❷自転車
27障 -398 高１年・男 歯牙障害

自転車での下校中、雨の中を駅に向けて走っていた。下り坂を過ぎて橋に差し掛かったとき

に、強い風雨が起き、一瞬目を開けられなくなってバランスを崩し、欄干に激突して負傷した。
27障 -399 高２年・男 歯牙障害

自転車で下校中、雨が降っていたためスリップして転倒した際、ガードレールに顔を強打し

た。
27障 -400 高２年・男 歯牙障害

通学路を自転車で走行中、下り坂でバランスを崩して転倒。その際、顔面を地面に強打し負傷。
27障 -401 高２年・男 上肢切断・機能障害

自転車で下校中、道路と歩道の間の段差にタイヤをとられて転倒した。その際、右腕を地面

で強打した。
27障 -402 高３年・男 歯牙障害

前方を走っていた友人の自転車と接触し、バランスを崩して転倒した。

通常経路を自転車で下校中、交差点で減速して車が来ないことを確認し、立ちこぎをしよう

として前に体重をかけ加速したところ、勢いがつき過ぎて自転車ごと前方に倒れ、顔面を強打

した。額、目の横に擦り傷を負い、前歯左側の 1 本が根本から抜け、他の歯 2 本も欠けた。

27障 -403 高３年・男 歯牙障害
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❸原動機付自転車
27障 -404 高２年・女 精神・神経障害

テスト終了後、バイクで下校中、緩やかな下り坂のカーブを走行していたとき、道路に落ち

ていた細かい砂に滑り転倒したと思われる（本生徒はあまり記憶がない） 。近所の人が倒れて

いるのを発見し、救急車を要請。その後、ドクターヘリで病院搬送された。
27障 -405 高３年・女 そしゃく機能障害

原動機付自転車で下校中に、バックミラーでうしろから何台かの車が来ていることが分かっ

たので、端によけようとハンドルを切ったところ、ハンドル操作を誤り、道路脇にあった看板

に衝突、転倒し顎の部分を強く打ち、けがをした。

（３）通学（通園）に準ずるとき
❶鉄道

27障 -406 高３年・女 歯牙障害

遠足の帰り、駅構内の階段を下りていたところ、足が滑り転倒し、顔面（歯）を負傷した。
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４　特別支援学校における障害の事例

〔Ⅰ〕学校行事
（１）運動会・体育祭
❶その他

27障 -407 特高２年・女 歯牙障害

運動会の片付けで、長机を倉庫に運ぶ仕事をしていた。1 つ目を運び終わり、2 つ目を取り

に行こうとした際に、階段を下りた勢いがついたまま廊下で方向転換して足を滑らせ転倒し、

顔面を床に強く打ち付け、上の左右両前歯を脱臼した。

〔Ⅱ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶球技（その他）

27障 -408 特高２年・男 視力・眼球運動障害

ゴールボール競技で守備の練習をしていて、ボール（重さ 1.25㎏）が顔面のアイシェード（ゴー

グルのようなもの）に当たった。その衝撃で眼底出血を起こした。練習後の更衣中に右眼がか

すんでいることに本生徒が気付いた。

〔Ⅲ〕休憩時間
（１）休憩時間中

27障 -409 特小１年・男 下肢切断・機能障害

給食前の休憩時間中、眉間にしわを寄せて泣き始め、左足を動かすと痛そうなそぶりを見せ

た（本児童は重度心身障害のため発語はないが、快・不快の感情を表情の変化などで表現する

ことができる。）。登校時にはこのような症状は見られなかったため、午前中の活動中に何らか

の力が加わり、左足を痛めたものと思われる。

（２）昼食時休憩時間中
27障 -410 特高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

高等部男子トイレのベッドでオムツを取り替えた。その際、本生徒の頭部はベッドに向かっ

て左側であった。オムツ替えを終え、バギーに乗って教室移動をする途中、突然泣き出した。

教室に入り、カーペットに降ろし、首のうしろに手をあてた際、皮膚がぬれていた。後頭部を

ガーゼで拭くと髪の毛が抜け、左耳
じ

介
かい

のうしろが赤黒くなっていたが、原因は分からなかった。

後日頭部に付着したものは、アルカリ性の洗浄剤であることが分かった。
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〔Ⅳ〕通学中

（１）登校（登園）中
❶徒歩

27障 -411 特高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

朝、寝坊をして遅れたため、駅で上りエスカレーターに乗ったが、疲労感を覚え、無意識の

うちにエスカレーターのベルト部分に顔面を下にして頭を乗せてしまった。エスカレーターの

動きに身を任せて上昇していったが、途中に厚さ 10㎝くらいの突出部分があり、後頭部が挟

まって頭が動かなくなってしまった。その間、ゴム製のベルトと階段は動くので、足は上昇に

逆らって動かしていたが、頭が動かないので、顔面にベルトの摩
ま

擦
さつ

創
そう

と思われる負傷をした（長

さ約 15 ～ 16㎝）。駅員がすぐに異常に気付き、エスカレーターを停止させ、頭部を下方に向かっ

て引っぱり出し声をかけた。本生徒は、頭部の圧迫感はあったがあまり痛くなかったので、次

の電車に乗り遅れると困ると思い、逃げるようにしてその場を去った。

❷自転車
27障 -412 特高１年・女 歯牙障害

朝、登校中に自転車に乗っていて、路面が凍結していたため滑って転倒した。その際、顔面

を地面で強打し、歯が折れ、出血した。

（２）通学（通園）に準ずるとき
❶自転車

27障 -413 特高３年・男 歯牙障害

現場実習先から自転車で帰宅している途中、着ていた上着が後輪に引っかかり、急に自転車

が止まったため、勢いで前に投げ出され、地面に顔面と歯を強打した。



81障　害　編

５　�幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所等における障害
の事例

〔Ⅰ〕保育中

27障 -414 保０歳・男 精神・神経障害

登園後、通常どおり保育を行っていた。保育室内の太鼓橋の左端につかまり立ちをしながら

伝い歩きで移動していた際、隣接するベッド柵につかまったところで転倒し、後方の床に頭を

強打した。
27障 -415 幼連１歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

保育者が、調乳室で湯沸かしポットのお湯を流そうとして手を滑らせ、保育者の下にいた本

児にかかった。
27障 -416 保１歳・女 手指切断・機能障害

保育中、保育士が付き添いうさぎ小屋の前まで行った。うさぎが飼育箱の上から下りて近づ

いてきたので、葉をあげようと思い、右手で本児を支えながら、保育士が足元の草を採ろうと

下を向いたとたん、本児が急に「わぁーっ」と泣きだした。右手人指し指から出血していたの

で、指を押さえ、止血した。
27障 -417 保１歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

保育室で座っていたところ、歩いて近づいてきた他の児童がふらつき、本児に倒れかかった

際に、指の爪が顔に当たり、ほおにひっかき傷を負った。
27障 -418 保２歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

砂場で遊んでいたところ、他の児童が砂場で遊ぼうと入ってきて、持っていたシャベルを振っ

たので、近くにいた本児の額に当たった。
27障 -419 保３歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

玄関で靴を履きかえて園庭に出るとき、うしろに並んでいた友人とおしゃべりをしていて前

を見ていなかったため、ガラスに気付かずにぶつかってしまった。ガラスが割れ、顔に傷がで

き、そこから出血した。
27障 -420 幼３歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

園庭での遊びの途中、走って転倒する。前方にあったコンクリートの段差の角で、額を強打

し切傷した。
27障 -421 保３歳・女 手指切断・機能障害

朝の合同保育のとき、1Fの保育室に0歳児クラスの他の児童が母親と登園した。保育士がベッ

ドの柵を下げ、その母親が児童を寝かしつけ、柵を上げようとしたので、保育士が支えようと

したら、近くにいた本児が「痛い痛い」と泣き出したので、様子を見ると開閉柵の角に左の小

指、第二関節の部分が挟まっていた。指から大量の出血が見られた。
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保育中、粘土遊びが終わり、次の遊びへ移動しようとした際、走って本棚の角に右眉の上を

ぶつけた。
27障 -423 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

教室で午睡前の準備時間に友人とふざけていて、本を持っていた友人と接触した際、走って

いた本児の顔に本がぶつかった。左眉から右ほおにかけて打ち、打撲のように腫れてしまった。
27障 -424 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

午睡前に部屋を移動中、廊下を走って他の児童にぶつかり、額に裂傷ができた。
27障 -425 幼４歳・女 視力・眼球運動障害

隣の幼児の頭が眼に当たった。
27障 -426 保４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

本児がままごとをして遊んでいたときに、黙って入ってきた他の児童と場所のことで言い争

いになり、お互いつねるなど、手が出てしまった。その際、他の児童が爪で本児を引っかき、

右眼の横からほおに縦に傷がついた。
27障 -427 保５歳・男 聴力障害

人形劇観劇に行き、近くの公園でお昼をとった後、その公園にある舟形の遊具の中の滑り台

に乗り遊んでいて、一番高いところ（3m程）から地面に転落し、頭を負傷した。
27障 -428 幼５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

保育中、廊下でスキップをして帰ってきて、部屋に入ろうとしたときバランスを崩して転倒

した。
27障 -429 幼５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

保育中、園庭で遊んでいたところ、他の幼児がスコップで遊んでおり、そのスコップが額に

ぶつかった。
27障 -430 保５歳・女 精神・神経障害

バックブリッジの練習中、担任が本児の補助についていた。着地後、一度頭がくらっと揺れ

たが、すぐに自分で立ったり座ったりでき、異常は見られなかった。その後左腿裏が痛いとの

ことで湿布を貼り、座らせて様子を見た。20 分後 2、3 歩歩き出した所で前のめりに倒れ込こ

んでしまった。
27障 -431 保６歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

室内遊びの時間、窓ガラスを両手で強く叩いたため、窓を突き破り両腕を傷つけた。

27障 -422 保３歳・女 外貌・露出部分の醜状障害


