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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

「学校の管理下の障害事故」の発生件数の内訳は、表－２に示すとおりである。

表－２　学校の管理下の障害の発生件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小学校 中学校 高等学校 高等専門学校 幼稚園 保育所 合　計
理科 1 1

図画工作・美術 1 1

技術・家庭 1 1 2

工業 2 2

水泳 0

器械体操 3 1 3 7

保健・体育 陸上競技 1 1 2

球技 3 12 8 23

武道 1 1

その他 8 2 4 14

総合的な学習の時間 2 1 3

自立活動 0

音楽 2 2

その他（保育中を含む） 4 1 6 11 23 45

ホームルーム 1 1 2

学級活動 給食指導 3 3

清掃 11 4 15

その他 5 5

児童会・生徒会活動 3 3 6

球技 1 1

体育的クラブ活動 武道 0

その他 0

文化的クラブ活動 1 1

生産的クラブ活動 0

その他 1 1 2

儀式的行事 0

学芸的行事 1 2 3

健康安全的行事 0

運動会・体育祭 2 2 3 7

体育的行事 競技大会 1 1 2

球技大会 3 3

スキー 1 1

遠足 2 1 3

遠足・集団宿泊的行事 修学旅行 1 1 2

その他 2 1 3

勤労生産・奉仕的行事 1 1

その他 1 1

水泳 1 2 3

体操 0

器械体操 3 3

体育的部活動 陸上競技 1 2 3 6

球技 1 49 78 1 129

武道 5 11 16

その他 3 3

文化的部活動 0

水泳指導 1 1

その他 1 2 2 5

休憩時間中 32 13 4 49

昼食時休憩時間中 23 21 1 45

始業前の特定時間中 8 1 1 10

授業終了後の特定時間中 10 13 6 29

寄宿舎 2 2

技能連携 0

徒歩 3 3

登校（園）中 自転車 1 11 12

原動機付自転車 3 3

自家用車 1 1

下校（降園）中
徒歩 7 1 1 9

自転車 4 9 13

通学に準ずるとき 0

合　　　　　　　計 145 150 176 1 11 23 506
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１　小学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科
（１）図画工作

事例 1 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

図工の授業中、遊んでいたところを他の児童に注意され、言い合いになり、右頬をひっかか

れ傷を負った。

（２）家庭科

事例 2 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

家庭科の時間中、枝豆を茹で終わり、お湯を捨てようとしたが、誤ってそばに居た本児童の

大腿にかかってしまい負傷する。

（３）体育

器械体操

鉄棒運動

事例 3 小２年・女 視力・眼球運動障害

体育授業中、鉄棒で前回りをしていたが、砂場に落下し

左顔面を強打した。

跳箱運動

事例 4 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育の授業中、跳び箱を跳ぼうとしたが、足が跳び箱にあたって転倒し、右肘を負傷した。

マット運動

事例 5 小２年・女 視力・眼球運動障害

体育の授業中、マット遊びで飛び込み回りをしていた時、自分の膝が左眼に当たり、左眼窩

底骨折となった。

走り高跳び

事例 6 小５年・男 歯牙障害

体育の授業中、高跳びをしていたが、本児童の次に跳んだ児童がバーに足をひっかけ、落ち

てきたバーの先端部が跳び終わってバーの近くにいた本児童の前歯を直撃した。

球　技

サッカー

事例 7 小３年・女 視力・眼球運動障害

体育の授業中、他の児童が投げた石が本児童のメガネに命中し、レンズが割れて目を負傷した。

事例 8 小５年・女 視力・眼球運動障害

体育の授業中、サッカーをしている時、相手チームの児童と同時にボールを蹴った際、その

ボールが上に弾み本児童の右眼付近に当たった。
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ソフトボール

事例 9 小５年・女 手指切断・機能障害

体育の授業中、本児童はソフトボールでピッチャーをしていて、外野からの強い返球を受け

るため、右手を添えて捕ろうとした際、右手が先にグローブに入り、手の甲にボールが当たり

負傷した。

その他

事例 10 小２年・男 上肢切断・機能障害

体育の授業中、本児童は友人とガジュマルの木に登っていたが、飛び降りようとして１ｍ余

の高さから落下して、左腕をつき負傷した。

事例 11 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育の授業中、鬼ごっこをしていて友人とぶつかった際、友人の歯が本児童の右頬に当たり

負傷した。

事例 12 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育の授業中、「しっぽとりゲーム」と「どろけい」を行っていたとき、他の児童とぶつかり、

相手の爪が当たり、左頬部にひっかき傷ができた。

事例 13 養小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育の時間中、校外歩行で公園に行ったとき、アスレチック遊具から転落した。

事例 14 小５年・男 精神・神経障害

体育の授業中、運動会の練習を行っていたとき、頭痛を訴え休憩を取らせた。頭痛がひどく

なり、救急車を要請した。脳内出血を起こしていたらしく、一命は取り留めたが障害が残って

しまった。

事例 15 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育の授業中、30人31脚の練習をしていて転倒した際、手をつくことができずに、顔を地面

に打ち、鼻と唇の間を切った。

事例 16 小６年・女 歯牙障害

体育の授業中、バランス崩しをしていたとき、顔面から床に転倒し、前歯を２本折った。

事例 17 小６年・女 上肢切断・機能障害

体育の授業中、運動会の演技種目の練習で、他の児童２名の肩に乗り立ち上がった際、バラ

ンスを失い、後方へ転倒し左肘を地面で強打した。

（４）総合的な学習の時間

事例 18 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

総合的な学習の時間中、校外に出て学習をしていて、友人の足がぶつかり路上に転んだとき

に手に持っていた観察ボードを顎にぶつけてしまった。

事例 19 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

総合的な学習の時間中、畑の作業をしていたが、隣で農具を使用している子の農具が顔面に

当たり、農具で顔部を負傷した。
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（５）音楽

事例 20 小１年・男 視力・眼球運動障害

音楽の授業中、歌にあわせて輪になって体を動かしていたが、後ろの児童が前の児童を押し

たとき、押された児童がその拍子に本児童とぶつかり、左眼を負傷した。

事例 21 小５年・男 手指切断・機能障害

音楽の授業中、楽器類を倉庫に収納することになり、本児童がかなり重量のあるスピーカー

を動かそうとした際、スピーカーが倒れそうになり、支えきれず左手が下敷きになって、左第

２、第３、第４指の断裂を負った。

（６）その他

事例 22 小２年・女 精神・神経障害

図書の時間中、教室から図書室へ移動しているとき、階段のところで友人に押されて、落ち、

顔面を打った。その後、病院を受診し、頸髄損傷していることがわかった。

事例 23 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

ゆとりの時間中、ラーメン作りをしていて、他の児童が写真を写そうとした際、その児童の

腕が鍋にひっかかり、かけてあった鍋が倒れ、熱湯が腕と右胸、左手にかかった。

事例 24 養小５年・男 手指切断・機能障害

生活単元学習の授業中、体育館でボールを飛ばす遊具で遊んでいたが、遊具の吹き出し口に

左手を入れてしまい、中環指を損傷した。

事例 25 小６年・男 歯牙障害

生活科の授業中、教室でゴムボールに乗って遊んでいたが、前方にのめり込み顔面を床に打

ちつけた。

〔Ⅱ〕特別活動
（１）学級活動

ホームルーム

事例 26 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

学級活動のお楽しみ会中、鬼ごっこをしていたとき、挟み撃ちにして捕まえようと走ってい

て、人とぶつかり、相手の前歯で頬を負傷した。

給食指導

事例 27 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

給食準備中、他の男子児童がふざけて本児童の鍵を持って逃げたのを追いかけて、教室から

飛び出したとき、廊下を走ってきた他の女子児童と顔面から衝突した。そのとき、本児童の眉

間と鼻の間を衝突した女子児童の前額部で強打した。

事例 28 小４年・女 視力・眼球運動障害

給食準備時間中、机拭き当番であった本児童が友人の机を拭いていたところ、雑巾が床拭き

用であったため友人に注意を受けたがそのまま続けた。注意した友人が怒って本児童のシャー

プペンシルを取り出し逃げ、取り合いの後、友人が投げたシャープペンシルが本児童の目に当
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たった。

事例 29 小５年・男 歯牙障害

給食準備中、教室でつまずいた際、前歯を机にぶつけ、歯が３本破折した。

清　掃

事例 30 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

清掃後の片づけ中、走り回っていて前のめりに転倒し、木枠のふちにおでこをぶつけた。

事例 31 小１年・女 視力・眼球運動障害

清掃時間中、木製枠の窓を横に引いて開けたとき、その窓が枠ごと落下し、窓に付いていた

ガラスが割れて本児童の右眼にガラスの破片が当たり負傷した。

事例 32 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

清掃中、校庭の鉄棒で足掛け回りをしていたとき、鉄棒の前にあった逆上がりの練習用器具

に額の真ん中をぶつけ負傷した。

事例 33 小２年・男 視力・眼球運動障害

清掃時間中、自分たちの分担の場所が早く終わったため、友人とかくれんぼをはじめた。本

児童が隠れていたところを、友人が竹の棒で突き探して、誤って本児童の左眼を突いてしまっ

た。

事例 34 小２年・女 歯牙障害

清掃の時間中、廊下を急ぎ足で歩いていて、階段付近まで来たところでつまずいてしまい、

１階の踊り場まで転落し、口部を打った。

事例 35 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

清掃時間中、花壇の草抜きを始めたところを、悪口を言った、言わないでもめていた相手に

後ろから押されて前のめりになって倒れ、煉瓦に額を打ちつけ負傷した。

事例 36 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

外の清掃中に鉄のパイプを見つけて、土にさして遊んでいた。花壇のまわりのブロックに乗

り、パイプを持ち、どれだけ遠くまで飛んで土にパイプをさせるかといきおい良く飛んだとこ

ろ、パイプが反対側のブロックにあたり、バランスを崩して、右の頬にパイプが当たった。そ

のため深く挫創した。

事例 37 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

清掃時間中、教室で友人とけんかになり、顔面、頸部、背部をひっかかれた。

事例 38 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

清掃中、体育館入口のドアで、閉じ込める側と閉じ込められる側になり、互いにガラスドア

を押し合っていた際、弾みでガラスドアが割れ、ガラスで顔面を切った。

事例 39 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

清掃中、昇降口の泥よけマットにつまずき転倒し、泥よけマットとコンクリートの段差で顔

面を強く打撲した。

事例 40 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

清掃時間中、友人が誤ってほうきを振った際、本児童の頬を直撃した。
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その他

事例 41 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

学級活動のお楽しみ会の時間中、体育館で鬼ごっこをしていた際、女子とぶつかり、ぶつか

った女子の前歯が当たり頬を負傷した。

事例 42 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

学級活動の時間中、体育館でドッジボールをしていて、友人の足にひっかかり、前向きに倒

れステージ下の物入の取っ手で顔を打った。

事例 43 小６年・男 視力・眼球運動障害

学級活動中、運動場でバスケットボールをしていて、組分けをするため本児童がフェンスに

もたれていた。そのそばで、クラスメイトが落ちていたソフトボールをフェンスに向かって投

げ、手が滑って本児童の右眼にソフトボールが当たった。

事例 44 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

２クラス合同の家庭科中、じゃがいもがゆであがったので、湯を流そうと担任が鍋を持ち振

り返った際、本児童がすぐ後ろに立っていたため、左肩と鍋がぶつかり、熱湯を浴びてしまっ

た。

事例 45 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

学級活動の時間中、お菓子作りを終えて後片付けをしていた際、床にとんでいた油で足を滑

らせ天ぷら鍋につかえ、油が足にかかって両膝、左大腿、左足背部等に火傷を負った。

（２）児童会活動

事例 46 小３年・男 歯牙障害

児童会室で活動中、友人を活動に戻そうと腕を引っ張った際、振り払われて転倒し床に顔面

を強打した。

事例 47 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

児童委員会の活動中、教室のストーブの煙突に右前腕部が接触し、火傷した。

事例 48 小６年・男 歯牙障害

児童会活動での収穫祭の準備中、本児童の前に座っていた児童が急に立ち上がり、前の児童

の頭が本児童の口に強く当たった。

（３）体育的クラブ活動

球　技

サッカー

事例 49 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

特別活動中、サッカークラブが始まるのを待っていた時、バスケットボールのシュートをし

て遊んでいたが、シュート板が倒れ本児童の右頬を強打し負傷した。
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（４）文化的クラブ活動

科　学

事例 50 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

クラブ活動中、熱して溶けた状態のべっこう飴を他の児童が取り出そうとしたとき、誤って

こぼし、同じ机で作業していた本児童の手の甲に飴が落ち、ひっついた状態となった。

（５）その他

事例 51 小５年・男 視力・眼球運動障害

ふれあいタイムの時間中、友人らと鬼ごっこをしていて、同じく他のグループで鬼ごっこを

していた他の児童と接近した際、本児童が振り向いた瞬間、相手の肩とぶつかり、右眼を負傷

した。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）体育的行事

運動会予行練習

事例 52 小２年・男 精神・神経障害

運動会予行練習中、学年競技を終えて応援席に戻った際、急に泣き出した。そばの児童から報告

を受けた教師が本児童に様子を尋ねると眼の奥の痛みを訴え、自力で歩くことができなかった。

事例 53 小４年・女 せき柱障害

体育大会に向けての全体練習後、全員で石拾いをしている最中、担任が誤って後ずさりをし

てきて本児童につまずき倒れ掛かった際、右肩より胸部にかけて圧迫された。

競技大会（投てき）

事例 54 小６年・男 視力・眼球運動障害

陸上記録会中、ソフトボール投げの球拾いをしていたが、別の競技を見ていてボールが飛ん

できたのに気づかず、そのまま右眼にボールが当たった。

（２）遠足・集団的宿泊行事

遠　足

事例 55 小４年・男 下肢切断・機能障害

遠足のオリエンテーリングで、ポイントを探している時、重ねてあった岩に登ってしまい、

その岩がくずれ約２メートル下へ転落し負傷した。

事例 56 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

遠足中、施設見学のため、１階からエスカレーターで昇って

いたが、前の方で将棋倒しの状態となり、負傷する。

修学旅行

事例 57 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

修学旅行先で道路横断中に転倒し、下顎部を地面に打ってし

まった。
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〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的行事

陸　上

事例 58 小６年・男 上肢切断・機能障害

陸上部活動中、ジョギングをしていて、岩を飛び越えようとジャンプしたが、着地のときに

バランスを崩し倒れて左肘を強打した。

球　技

バスケットボール

事例 59 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

バスケットボール部活動中、体育館に置いてあった衝立を移動させようとしたとき、その衝

立が倒れて本児童の右眼上部に当たった。

（２）水泳指導

事例 60 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

水泳指導中、プールサイドで他の児童が転倒した際、巻き込まれ本児童も転倒し、手をつけ

ず顔面をプールサイドに強打した。

（３）その他

事例 61 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

陸上記録会の走り高跳び練習中、バーを飛び越えて着地したとき、バランスを崩し、支柱の

バー受けの出っ張り部に左頬をぶつけた。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中

事例 62 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人とふざけていて押され、石の腰掛に右眉の辺りをぶつけ出血した。

事例 63 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

本児童はブランコの順番待ちをしていたが、順番を待ちきれずにブランコに近づき、友人が

乗っているブランコの板が左顔面（目）に当たり、切創した。

事例 64 小１年・男 視力・眼球運動障害

登り棒で遊んでいたが、足を滑らせて３mの高さから地面に転落した。その後、視力が低下し

たため、病院に受診したところ、この災害が原因で視力障害になっていることが判明した。

事例 65 小１年・女 精神・神経障害

男が学校内へ進入し、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。

事例 66 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

友人が本児童の日記を持っていこうとしたので取り返そうとした際、顔をひっかかれ左頬に

２か所、鼻の右側に１か所ひっかき傷がついた。

Ⅱ　学校の管理下の障害の状況
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事例 67 小１年・女 視力・眼球運動障害

水飲み場から教室に戻るとき、廊下を勢いよく走ってきた男子の頭が本児童の顔面に当たっ

て負傷した。

事例 68 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

渡り廊下を歩いていたとき、後ろから走ってきた児童に背中を押され鉄柱で顔の左側を打ち

切創を負った。

事例 69 小１年・女 手指切断・機能障害

鉄棒で逆上がりの練習をしていて、補助具を使うために移動させようとして、手を掛けた際、

ストッパーが外れ、床と板状の部分に手を挟み負傷した。

事例 70 小２年・男 精神・神経障害

ブランコにまたがって乗り、両手で右側のチェーンを握り、足で地面

を押して、ブランコを揺らしていた際、バランスを崩し、左側に倒れて、

頭を打つ。

事例 71 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

下足室に外から入ろうとした際、男子児童の投げたベニヤ板片が本児

童の左前額部に当たって切れた。

事例 72 小２年・女 手指切断・機能障害

絵を描いていたが、机のまわりを追いかけっこしていた男子が机を倒してしまい、その机に

小指が押しつぶされるような形で負傷した。

事例 73 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

追いかけあいをしていて近くにいた人の足にからまり転び、ワークスペースにあった教壇の

角で顔を打ち右頬を切った。

事例 74 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

教室の窓の近くで友人と話をしていたが、突然、窓枠ごと窓が本児童の上に落下し、ガラス

で右眼の瞼、左手などを深く切った。

事例 75 小３年・男 視力・眼球運動障害

教室から廊下へでようとした際、廊下を走ってきた他の児童の肩とぶつかり、眼の周辺を打

った。

事例 76 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人と追いかけっこでトイレの中に隠れ、友人をガラス越しにおどかそうとしたが、ガラス

が割れ左前腕を挫創した。

事例 77 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

図書館から教室へ移動していた際、教室の入り口で男子とぶつかり、壁の角に額をぶつけた。

事例 78 小４年・男 精神・神経障害

体育館前の水飲み場で（上向きの水道）水を飲もうとしていたが、違うクラスの児童に後ろ

から頭を手で押されたため、鼻を打ち、首を痛めた。
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事例 79 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

他の児童と口論になり威嚇するためにカッターナイフを取り出し振り上げたところ、振り上

げた右手首を他の児童が握り、刃先が本児童の左頬部に当たったまま右手が振り下ろされたた

め、左頬部を負傷した。

事例 80 小４年・男 視力・眼球運動障害

友人が本児童の筆箱から鉛筆を借りようとしたが、本児童がそれを拒み筆箱を押さえた際、

鉛筆がはね、本児童の左眼に当たった。

事例 81 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

トイレに入ろうとした際、廊下を走ってきた上級生とぶつかり、はずみでトイレの入り口の

壁のへりに額をぶつけた。

事例 82 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

友人と追いかけっこをしていて逃げている際、前へ転び、椅子の足に顎を打ちつけた。

事例 83 小５年・男 歯牙障害

理科室の黒板の前で相撲をとっていたが、相手に投げられた際、コンクリートの床に上顎前

歯を打ち、上前歯の歯牙を破折した。

事例 84 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

鬼ごっこをしていて、教室内に逃げた友人を追いかけて教室に入ろうとしたとき、友人がド

アを閉めたため、ガラスにぶつかり、ガラスで鼻を切った。

事例 85 小５年・男 上肢切断・機能障害

鉄棒でグライダーの練習をしていた際、鉄棒から手を離してしまい、右肘を地面に強く打っ

てしまった。

事例 86 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

教室前の廊下を歩いている時に、友人２人が追いかけっこをしながら本児童の横を通り過ぎ

た。本児童が教室に入ろうと、教室入り口の扉付近に来たとき、追いかけっこをしていた友人

が勢いよく扉にぶつかり、ガラス付きの扉がはずれ本児童を直撃した。

事例 87 小５年・男 視力・眼球運動障害

他の児童が三角定規を振り回していた際、誤って後方に飛び、本児童の左眼にその角が当た

った。

事例 88 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

休憩時間中に廊下で遊んでいた時、ガラスに手でタッチしようとしたが、走ってきた勢いで

頭からガラスにぶつかり顔面を切った。

事例 89 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

教諭と並んで階段を降りていた時、教諭が足を滑らせ転倒し本児童が下敷きになり、右額部

分を階段角で強打し、額から頭頂部にかけて裂創を負った。

事例 90 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

ベランダから教室に入ろうとした際、閉まっていたドアのガラスを右手で叩き割り、右腕を

負傷した。
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事例 91 小６年・男 視力・眼球運動障害

本児童にちょっかいをかけられたと思った他の児童が、本児童を後ろから捕まえてちょっか

いの内容について聞いた際、左腕を本児童の首に巻き右腕を添えて首を絞めた。そのことが原

因で脳内出血を起こし、視野障害になった。

事例 92 小６年・女 歯牙障害

本児童は、ふざけていて後ろ向きで廊下に出た。そのとき走ってきた他の児童の頭が本児童

の前歯２本へぶつかり、歯が内側に折れた。

事例 93 小６年・女 視力・眼球運動障害

友人とハンドベースボールをしていて、守備についていた本児童が上を見ながらボールを追

いかけていた際、近くを守っていた他の児童もボールを追いかけていてぶつかり、相手のあご

が本児童の右眼に当たった。

（２）昼食時休憩時間

事例 94 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

本児童は、廊下を歩いていたが、追いかけてきた友人が足を滑らせ本児童を押してしまい、

その勢いで前に倒れ、前額部を扉の角で強打した。

事例 95 小１年・男 手指切断・機能障害

本児童は昇降口の防火扉の前で遊んでいたが、防火扉の軸の部分に右指をはさみ指先を切断

した。

事例 96 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

昼休みに本児童は鉄棒で遊んでいた。教室に戻ろうと鉄棒から手を離して着地しようとした

が、失敗して転倒してしまい、左腕に体重がかかり負傷した。

事例 97 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

鬼ごっこをしていて、鬼にタッチされないようにすべり台の上に上がり、しゃがみこんだ際、

他の児童が押したため地面に落下し、下顎を強く打ちつけ裂創を負った。

事例 98 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

校庭の高鉄棒で、逆上がりをやっていて、本児童が逆上がりを終えて降りようとした際、手

がすべり鉄棒から落ちて、顎を地面に打った。

事例 99 小２年・男 聴力障害

教室で他の児童が大声で口論していた。本児童はたまたまそばで大きな声を聞いてしまい、

それから左耳が聞こえないと訴えた。

事例 100 小２年・男 視力・眼球運動障害

裏山にある池で上級生たちと氷を投げ合って遊んでいたところ、投げた氷が別に遊びに来て

いた児童に当たり、その児童が氷を投げ返したところ、本児童の右眼に直撃した。

事例 101 小２年・男 視力・眼球運動障害

体育館へ行こうと廊下を歩いていたとき、体育館から走ってきた他の児童と衝突し眼を負傷

した。
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事例 102 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

鬼ごっこをしていて水飲み場の上にあがり移動しようとしたとき、足が滑り顔面から落ちて

負傷した。

事例 103 小２年・女 視力・眼球運動障害

竹とんぼを飛ばして遊んでいたとき、自分が飛ばした竹とんぼが右眼に当たり、眼球を傷つけた。

事例 104 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育館の昇降口で氷おにをしていて、誰かとぶつかり階段から落ちた際、コンクリートの角

で額を打ち負傷した。

事例 105 小３年・男 聴力障害

運動場で友人とドッジボールをしていた際、他で遊んでいた友人のサッカーボールが飛んで

きて左の耳に当たった。

事例 106 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人と廊下で鬼ごっこをしていたが、反対側から走ってきた他の児童に気づかず衝突し額を

負傷した。

事例 107 小３年・男 視力・眼球運動障害

他の児童が落ちていた棒を拾って投げた際、プール側から走ってきた本児童の右眼に棒が当

たった。

事例 108 小３年・男 視力・眼球運動障害

運動場でサッカーをしていて、本児童が左足で蹴ったボールを前にいた友人がブロックした

とき、ボールが跳ね返り本児童の右眼に当たった。

事例 109 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

教室で友人と高鬼をして遊んでいて、逃げている時に、足を滑らせて教師用の机の角で顎を

打ち、負傷した。

事例 110 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

アスレチック南側樹木に登り遊んでいた時、足を滑らせ、しがみついた際、頬にかぎ裂きの

様な裂傷をする。

事例 111 小４年・男 視力・眼球運動障害

友人とサッカーをしていて、ボールを蹴ろうと走っていたとき、友人の右手が頬に当たり倒

れ込んだ。

事例 112 小４年・男 手指切断・機能障害

箱型４人乗りブランコに友人と乗っていて、バランスをくずしたので上につかまったが、ブ

ランコをつりさげているところに左手の指をはさまれ負傷した。

事例 113 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

友人とけんかになってしまい、本児童の髪の毛を相手の友人が引っ張った際、相手の爪が本

児童の頬にあたり、引っかかれた傷ができてしまった。

事例 114 小４年・女 手指切断・機能障害

友人の後を追って昇降口から校舎内へ入ろうとしたとき、強風で戸が閉まり、左手くすり指

が挟まって負傷した。
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事例 115 小４年・女 精神・神経障害

中庭で友人と長縄遊びをしていたが、勢い余って転倒し、膝と頭をレンガの地面に打ちつけ

負傷した。

事例 116 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

階段を友人と降りてきたところ、足を踏み外して階段から転げ落ちそうになり、とっさに飛

び降りたが、勢いがついて前方にある非常用防火扉に前額部を強く打ちつけてしまい負傷した。

（３）始業前の特定時間中

事例 117 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

始業前の特定時間中、運動場で友人とふざけて石を投げ合っていた際、友人の投げた石が本

児童の右眼のわきに当たり裂けてしまった。

事例 118 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

始業前の特定時間中、ボールを高く上げて捕り合う遊びをしていて、上がったボールを捕ろ

うと走っていた際、友人とぶつかり、友人の歯が頬に当たった。

事例 119 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

始業前の特定時間中、本児童が走って玄関に入ろうとした際、つまずき転倒して顔面を負傷

した。

事例 120 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

始業前の特定時間中、他の児童が口げんかをしているところへ、本児童が口を出した際、け

んかをしていた児童が水筒を投げ、本児童の額に当たった。

事例 121 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

始業前の休憩時間中、ハンカチの投げ合いから追いかけあいになり、男子２名がトイレに逃

げ込み扉を閉めた。本児童がその扉を開けようとした際、ガラスにぶつかり左前腕部を切った。

事例 122 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

始業前の特定時間中、遊びをめぐっての口論からつかみ合いのけんかになり、相手ともつれ

合い、廊下側の窓ガラスに頭から突っ込み、破損したガラスで頭から顔面にかけて負傷した。

事例 123 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

始業前の特定時間中、他の児童とけんかになり、廊下で相手に背中のあたりを蹴られ、体勢

を崩し、廊下壁側柱に衝突し、前額部、顔面、左手首を柱の角で強打した。

事例 124 小６年・男 視力・眼球運動障害

始業前の特定時間中、廊下を歩いていたとき、突然投げ出されたコマが左眼に当たった。

（４）授業終了後の特定時間中

事例 125 小１年・男 視力・眼球運動障害

授業終了後の特定時間中、ブランコで立ち乗りをしていて飛び降りたが、着地に失敗して転

倒して、顔面を強打した。

事例 126 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

授業終了後の特定時間中、雨の中、運動場から南門へ走っていたが、出口付近で滑って転倒
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し、排水溝のふたの穴で額をうち負傷した。

事例 127 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

授業終了後の特定時間中、友人数人と校庭で木登りをして遊んでいた際、高さ1.5ｍの位置か

ら誤って落ちてしまった。

事例 128 小２年・男 そしゃく機能障害

授業終了後の特定時間中、椅子に座ったまま教室の後の棚へランドセルを取ろうと手を伸ば

したら、体勢が崩れランドセルが置いてある棚に倒れ、喉部を負傷する。

事例 129 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

授業終了後の特定時間中、教室を出て廊下を走っていたところ、柱の角に前額部をぶつけ、

約３㎝切ってしまった。

事例 130 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

授業終了後の特定時間中、下校しようと校舎の外へ出たところで、友人から足をひっかけら

れて、転倒し、コンクリートの溝ぶたに額を打ちつけ切った。

事例 131 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

授業終了後の特定時間中、友人数人と廊下でふざけあっていたとき、トイレのガラス戸にぶ

つかり、ガラスが割れ右頬を切った。

事例 132 小５年・女 視力・眼球運動障害

隣の男子がふざけて本を振り回し、その本の角が本児童の左眼に直撃した。

事例 133 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

一輪車に乗って遊んでいた本児童は、友人が声をかけようとして背中に触れたとき、よろけ

て転びそうになり、近くにあったジャングルジムの柱に前頭部をぶつけた。

事例 134 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

うんていの上に座って降りようとしたが、手が滑り、顔面から落ち、鼻を強く地面に打ちつ

ける。

〔Ⅵ〕通学中
（１）登校中

徒　歩

事例 135 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

ランドセルの肩掛けの部分に両手をはさんで歩いていたため、坂道で足がすべり転倒した際、

手をつくことができず、前歯を破損するとともに下顎を切傷した。

事例 136 小４年・男 歯牙障害

遅刻しそうだったので走っていたが、足がもつれ、前の方に転び地面に前歯をぶつけて負傷

した。

事例 137 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

路肩を歩いていたが誤って２ｍ程下の田に転落し、コンクリートの側溝で、左眼付近を強打

した。
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自家用車

事例 138 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

保護者が自家用車で本児童を学校まで送っていたが、車から降りる際、足を滑らせ転倒し、

道路の側溝に落ちた。

（２）下校中

徒　歩

事例 139 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

雪に足をとられ、転倒し、公園と道路の境にあるコンクリートの角に額をぶつけ、切れた。

事例 140 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

友人と下校中、敷地内で飼われていた犬に近寄ったとき、突然犬が襲いかかってきて、右頬

部を咬まれた。

事例 141 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

友人と下校中、友人が小走りになったため本児童も一緒に走ったが、歩道に掛けてある金属

製の網に足がひっかかり転倒し、顔面と左膝を網に打ちつけた。

事例 142 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

道路側溝の蓋の上を歩いていたとき、少しの段差につまずき、転倒した。アスファルトで鼻

の下をすりむいた。

事例 143 小４年・男 視力・眼球運動障害

友人と石を投げ合っていた際、友人の投げた石が割れて本児童の左眼にあたり負傷した。

事例 144 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

手袋を友人に蹴られたことがきっかけでけんかとなり、友人に右頬をひっかかれた。

事例 145 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人とけんかになり、両頬をひっかかれ、顔面を階段下のコンクリート面に踏みつけられ出

血した。
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２　中学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科
（１）理科

事例 146 中３年・男 視力・眼球運動障害

選択理科の授業中、ジュースを作っていて、ペットボトルへドライアイスとソーダ水を入れ、

混ぜるために振っていたが、突然ペットボトルが爆発し、ペットボトルの破片が眼に飛んでき

て受傷した。

（２）技術・家庭

事例 147 中２年・男 手指切断・機能障害

技術の木材作品製作中、電動丸鋸盤で角材を切断しようとした際、右手を木材に正しく添え

ていなかったため、右手親指の先を切断した。

（３）保健・体育

器械体操

事例 148 中１年・男 精神・神経障害

保健体育の授業中、選択授業で器械運動の跳び箱を行っていたが、セーフティーマットから

１ｍ程離れたところに跳び箱最上部を設定し、４ｍ離れたところから助走し、前方宙返りをし

たが、回転しきれずに頭部から落ち、頭部と頸部を痛める。

球　技

サッカー

事例 149 中１年・男 視力・眼球運動障害

体育の授業でサッカーの試合中、蹴ったボールが前にいた友人の足に当たり、跳ね返って本

生徒の右眼に当たった。

事例 150 中１年・男 聴力障害

体育授業中にサッカーをしていたが、他の生徒が蹴ったボールが後方から飛んできて、左耳

に当たった。

ソフトボール

事例 151 中１年・男 歯牙障害

体育授業中、ソフトボールのティーバッティング練習で順番を待っていたとき、ボールを打

ち損ねた生徒のバットが手から抜けて、本生徒の顔面に当たり負傷した。

事例 152 中２年・男 歯牙障害

ソフトボールの授業中、本生徒はキャッチャーをやっていた。バッターがボールを打ったと

き、金属バットをキャッチャー方向に投げ出し走塁してしまったため、本生徒の顔面にバット

が直撃した。

事例 153 中２年・女 歯牙障害

体育授業中、ソフトボールをしていてホームベースのやや３塁側後方でチームメイトの打席
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を見ていた。バッターがボールを打ち、走ろうとしてバットが手から抜けて本生徒の口を強打

した。

事例 154 中３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育の授業中、ソフトボールの準備をしていて、生徒の一人が周囲を確かめずバットを振っ

た際、近くを通った本生徒の顔面にバットが直撃し、左眼の上を切ってしまった。

野　球

事例 155 中１年・女 歯牙障害

体育授業中、野球（Ｔボール）をしていて、ボールを拾おうとかがんだ際、次のバッターが

スイングしたバットが手から抜けてしまい、飛んできたバットが顔面に当たり負傷した。

卓　球

事例 156 中１年・男 手指切断・機能障害

体育授業の後片付け中、卓球台を折りたたもうとしたとき、バランスが崩れ持っていた台の

裏面の金属金具に右手中指を挟んだまま台が倒れた。

バドミントン

事例 157 中３年・男 視力・眼球運動障害

体育の授業中、バドミントンをしていて、ネット際に飛んだシャトルを相手がスマッシュし

たとき、シャトルが本生徒の右眼に当たり負傷した。

事例 158 中３年・男 精神・神経障害

体育授業中、バドミントンの試合を行っていて、相手からスマッシュされたシャトルを打ち

返そうとした際、思いきりのけぞる形となりバランスを崩し、頭部を打ちつけたようである。

事例 159 中３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育授業中、バドミントンのネットの後片付けをしている際、ネットを取り付けるためのフ

ックを外したが、フックが顔面に強くあたり、右眼の下を切ってしまった。

事例 160 中３年・女 視力・眼球運動障害

体育授業中、バドミントンの審判をしているとき、すぐ側で練習をしている人がいて、本生

徒が振り向いた瞬間にシャトルが左眼を直撃した。

その他

組体操

事例 161 中２年・男 上肢切断・機能障害

体育授業中、組体操二人組みで相手の肩の上に乗り立ち上がる演技の練習をしていたが、バ

ランスをくずして落下し、左手を強くついたため、橈骨を骨折する。

事例 162 中３年・男 歯牙障害

体育祭の組体操の練習中、サボテンの技をした後でバランスをくずし、顔面から落ちて前歯

を負傷した。



45Ⅱ　学校の管理下の障害の状況

（４）その他の教科

英　語

事例 163 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

英語の授業中、本生徒は外の様子が気になりベランダに出て行ってしまったため、教師が教

室へ連れ戻そうとしたところ、昇降口へ逃げ、閉まっていたガラス戸を開けて外へでようとし

た際、ガラスが割れて左腕を切ってしまった。

（５）総合的な学習の時間

事例 164 中２年・男 視力・眼球運動障害

総合的な学習の時間中、紙飛行機の飛行実験をしていたが、他の生徒の飛ばした紙飛行機が、

約５メートル先を横切ろうとした本生徒の左眼に当たった。

〔Ⅱ〕特別活動
（１）学級活動

清　掃

事例 165 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

清掃中、濡れた床に足を滑らせ転倒し、廊下に設置してあるガラスケースへ顔面から突っ込

み挫創を負った。

事例 166 中２年・男 視力・眼球運動障害

清掃準備中、教室のドア付近で本生徒が遊んでいた。そこへ教室に入ろうとした他の生徒が、

ドアが内側から閉められていると思い込み、ドアのガラスを叩いたところガラスが割れ、その

際、飛び散ったガラスの破片が本生徒の顔面に当たり傷を負った。

事例 167 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

清掃中、モップを床に何度もたたきつけていたところを、友人が止めさせようとモップの柄

を蹴った際、本生徒の唇の上に当たって裂けた。

事例 168 中３年・男 視力・眼球運動障害

清掃時間中、他の生徒ともみ合いになり、その生徒が本生徒を蹴ろうとしたとき、本生徒が

下を向いていたので、膝が左眼付近に当たった。

その他

事例 169 中１年・男 精神・神経障害

合唱練習中、態度や言葉遣いに問題が見られたため、学年主任が教室の外へ連れ出そうとし

た際、本生徒がガラス扉に激突し、破損したガラスで手首を切った。

事例 170 中１年・女 手指切断・機能障害

レクリエーション活動でバスケットボールの試合中、ボールを取ろうとして相手選手と接触

した際、右小指を強くぶつけて受傷した。

事例 171 中３年・女 歯牙障害

体育祭種目の５人６脚の練習中、バランスを崩し前方に転倒し、顔面を地面に強く打ちつけ

た。
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（２）その他

事例 172 中２年・男 胸腹部臓器障害

寒稽古納会での柔道の試合中、本生徒がおおいかぶさるように相手と一緒に倒れ込み、下に

なった相手の膝が本生徒の睾丸に当たった。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）学芸的行事

事例 173 中２年・男 視力・眼球運動障害

文化発表会の午後の部の前、運動場に集合中、友人に体育館シューズの入った紙袋でたたか

れ、右眼と口唇部を強打する。

（２）体育的行事

体育祭

事例 174 中２年・男 精神・神経障害

体育祭中、応援合戦が終わり、応援席に戻ったとき、風が強くなり、応援席の後ろに設置し

てあった応援用のパネルが、支えていた鉄パイプごと倒れ、背中を直撃した。

事例 175 中３年・女 歯牙障害

体育祭で24人25脚の競技中、周りの転倒に巻込まれて転倒し、顔面及び口腔を床に強打した。

競技大会

事例 176 中３年・男 精神・神経障害

全校耐久レース中、スタートから４ｋｍ地点にある給水所の手前500ｍ付近で、ふらふらした状

態となり、給水所に着いたとき、その場に座り込んで動けなくなった。

スキー

事例 177 中１年・女 視力・眼球運動障害

スキーで滑走中、バランスを崩し前方に転倒したが、スキー板がはずれ板とともに１回転し

たときに左眼瞼部をエッジで切ってしまった。

（３）遠足・集団的宿泊行事

遠　足

事例 178 養中１年・男 歯牙障害

遠足中、滑り台を一人で滑っていて、着地１ｍくらいの所で体の向きが変わり、そのまま左前

方に倒れた際、顔を打ち前歯２本がとれた。

その他

事例 179 中１年・女 手指切断・機能障害

集団宿泊的行事中、ウォークラリーで山道を降りていたが、落石があり、本生徒の右手薬指

に当たった。

事例 180 中２年・男 視力・眼球運動障害

宿泊学習中、プロレスごっこをしていて、同じ部屋にいた他の生徒にぶつかり、ぶつかられ
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た生徒が本生徒を蹴った際、膝が本生徒の右眼に当たった。

（４）勤労生産・奉仕的行事

その他

事例 181 中３年・男 手指切断・機能障害

大掃除の時間中、友人と些細なことで口論となり、カッとした本生徒は出入り口のドアのガ

ラスを右手で殴り負傷した。

（５）その他

事例 182 中３年・男 精神・神経障害

学校祭の準備中、教室の窓の外側にあるテラスに上の階から定規が落ちてきたため、拾って

上に投げ上げたが、テラスのヘリに片足が乗り、バランスを崩して、地上に落下し、背中と腰

を強打した。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的行事

水　泳

事例 183 中２年・男 精神・神経障害

水泳部活動中、飛び込みの練習をするためにプールに飛び込んだ際、プールの床で頭を打ち

頸椎を痛めた。

陸　上

事例 184 中３年・女 聴力障害

陸上部活動中、部員が玉が入っていないと思い誤ってスタート用のピストルを打った際、ピ

ストルの音が本生徒の左耳に入り左耳が痛くなった。

事例 185 中３年・女 歯牙障害

部室に行く途中、バットでシャトル打ち練習をしているソフトボール部の側を通ったとき、

振り終わったバットが本生徒の口に当たり、前歯が折れた。

球　技

サッカー

事例 186 中１年・男 胸腹部臓器障害

サッカーの試合中、バランスを崩して倒れた際、相手選手のスパイクのポイントが下腹部に

当たり、右精巣を損傷した。

事例 187 中１年・男 視力・眼球運動障害

部活動中、ゴール前で１対１になり、相手がシュートした際、ボールが本生徒の右眼に当た

った。

事例 188 中１年・男 視力・眼球運動障害

サッカー部活動中、シュートしたボールを取りに行こうとしたが、友人の蹴ったボールが右

横から飛んできて、右眼に強く当たり負傷した。

Ⅱ　学校の管理下の障害の状況



48

事例 189 中１年・男 視力・眼球運動障害

部活動でサッカーの練習中、キーパーとして参加していたが、シュートされたボールを捕り

損ね、右眼に当たり負傷した。

事例 190 中２年・男 胸腹部臓器障害

サッカー部で他校と練習試合中、相手チームの選手と交錯して転倒した際、右手が下になっ

たまま、相手選手が上に乗っかる状態となり、右手首と腰に激痛が走った。

事例 191 中２年・男 視力・眼球運動障害

サッカー部練習で３対２をしていたとき、他の部員が蹴ったボールが、至近距離で本生徒の

左眼に直撃した。

事例 192 中３年・男 視力・眼球運動障害

サッカー部の練習中、センタリングをしようとして蹴ったボールがそれをブロックしようと

した相手の足に当たって跳ね返り、本生徒の右眼に直撃した。

テニス

事例 193 中２年・女 歯牙障害

テニス部活動中、運動場にバレーネットを張る際、クランクが口に当たり、歯を破損した。

ソフトボール

事例 194 中３年・女 歯牙障害

ソフトボール部の朝の練習中、レフトの守備に着き、シートノックを受けていた。自分の頭

上を越えていくボールを追いかけたところ、フェンスに気づくのが遅れフェンス上部に口唇部

を強打しフェンスを乗り越え転倒した。

野　球

事例 195 中１年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、送球練習でよそ見をしていて、送球が本生徒の右眼に当たる。

事例 196 中１年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、打席でボールを打った際、自打球が左眼部に当たり負傷した。

事例 197 中１年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、本生徒はキャッチャーをしていて、ピッチャーが投げたボールをバッターボ

ックスに立っていた生徒が帽子で受けようとした際、ボールが帽子に当たりイレギュラーし、

本生徒の左眼に当たった。

事例 198 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

野球部練習中、スライディングをした際、自分の左足のスパイクで、右足下腿部を挫創して

しまった。

事例 199 中１年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、バッティングの際、自打球が右眼に当たった。

事例 200 中１年・男 視力・眼球運動障害

野球部練習中、他の生徒の打ったボールが後ろから当たりそうになり、危険を知らせる声に

反応して振り向いた際、左眼に当たり負傷した。
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事例 201 中１年・男 胸腹部臓器障害

野球部練習試合終了後の着替え中、ふざけていて上級生が足を振り上げた際、本生徒の睾丸

部分に当たり負傷した。

事例 202 中１年・男 視力・眼球運動障害

軟式野球部活動終了後の後片付け中、外灯がチラチラと点灯するので、他の生徒が外灯を蹴

った際、カバーのガラスが落下し、物音に驚いて上を向いた本生徒の顔面に当たった。

事例 203 中２年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、トスバッティングをしていた。キャッチャーをしていた本生徒は、フライボ

ールを捕ろうと上を向いた際、別方向から返球が飛んできて右眼に当たった。

事例 204 中２年・男 視力・眼球運動障害

部室の掃除中、携帯に電話がかかってきたので部室の外に出て電話をしていた際、友人が棒

高跳びのバーを持ってきてグラウンドのフェンス越しからふざけて投げたのが、本生徒の左眼

の下に当たり負傷した。

事例 205 中２年・男 視力・眼球運動障害

野球部練習試合中、投手の投げたボールを打った際、そのボールが自分の目を直撃した。

事例 206 中２年・男 聴力障害

野球部活動中、バッティング練習で、本生徒はピッチャーをしていて、内野手からボールが

返球された際、耳に当たった。

事例 207 中２年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、紅白戦をしていて、本生徒がバッターボックスに入り打った際、自打球が右

眼部に当たった。

事例 208 中２年・男 視力・眼球運動障害

野球部の練習試合中、本生徒が打席に立ち、１球目の打球がファウルチップとなった際、本

生徒の右眼に直撃し、右目を強く打撲する。

事例 209 中２年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、ティーバッティングされたボールを拾っていた際、次のボールが飛んできた

のに気づかず無防備の状態で右眼にボールが当たった。

事例 210 中２年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、バッティングの練習をしていたが、自打球が直接右眼に当たった。

事例 211 中３年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、フリーバッティングをしていたが、自打球が右眼に当たり負傷した。

事例 212 中３年・男 視力・眼球運動障害

野球部練習中、本生徒がシートバッティングの打球をサードで処理し、ポジションに戻ろう

とした際、ライナー性の打球が左眼に直接当たってしまった。

事例 213 中３年・男 視力・眼球運動障害

野球部練習中、バッティング練習をしていたが、自打球が右眼に当たり打撲した。

事例 214 中３年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、ピッチングマシーンの時速100ｋｍの球を打ったとき、自打球が左眼を直撃した。
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事例 215 中３年・男 聴力障害

野球部活動中、練習試合でベンチに座り試合を見ていたが、ピッチング練習をしていた生徒

のボールがダイレクトに左後頭部に当たった。

事例 216 中３年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、バッティングの練習をしていたが、自打球が左眼に当たった。

事例 217 中３年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、バッティング練習をしていたが、自分の打ったボールが眼に当たり負傷した。

ハンドボール

事例 218 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

部活動の準備中、ハンドボールゴールの中で準備をしていたが、突然の強風で倒れてきたゴ

ールが左頬、首筋に当たった。

バレーボール

事例 219 中１年・女 手指切断・機能障害

バレーボール部活動中のアタック練習の時、ボール拾いをしていた際、友人の打ったボール

が左手小指に当たった。

事例 220 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

グラウンドでバレーボール部活動中、２人１組でレシーブの

練習をしていたが、後逸したボールを追いかけたとき、目の前

にあった鉄棒に気づかず激突し、鼻のつけ根周辺部を負傷した。

事例 221 中１年・女 歯牙障害

バレーボール部活動終了後にネットを片づけていたとこ

ろ、支柱のハンドルが外れ、本生徒の口にあたり口唇・歯

を負傷した。

事例 222 中２年・女 視力・眼球運動障害

部活動中、練習が終わりネットを片付けようと友人がネットのレバーを回し本生徒がワイヤ

ーを持っていたが、ワイヤーが急に引けたので本生徒の左眼をかすめた。

バスケットボール

事例 223 中１年・男 歯牙障害

バスケットボール部の練習試合中、ボールをとりに行こうとして走り出したとき、足が滑り

顔面から床面に落ち負傷した。

事例 224 中１年・女 歯牙障害

部活動中、交流試合が終わって校舎の戸締りの確認を行っていて、友人と手を継いで歩いて

いたが、友人が本生徒とは別方向へ行こうとして手を強く引いたとき、顔面を壁に強打し口腔

を負傷した。

事例 225 中２年・男 上肢切断・機能障害

部活動の試合中、ディフェンスをしていて、足のステップを踏み違え、自分で左手からつい

た。全体重が左肘にかかり転倒した。
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事例 226 中２年・男 歯牙障害

バスケットボール部で他校との練習試合中、ゴール下で相手チームの選手と競り合いになっ

たとき、相手の頭に本生徒の口元がぶつかり負傷した。

事例 227 中２年・男 視力・眼球運動障害

バスケットボール部活動中、シュート練習をしていたとき、すぐ横でノック練習をしていた

野球部の打ち上げたボールが本生徒の左眼に当たり負傷した。

事例 228 中２年・女 歯牙障害

バスケットボール部練習中、転がったボールを相手と並んで追いかけていたとき、お互いの

体が触れたためバランスを失い、そのまま壁にぶつかって口唇部と上顎前歯を強く打ちつけた。

事例 229 中３年・男 歯牙障害

バスケットボール部活動中、他の部員と接触したとき、歯を強くぶつけた。

ラグビー

事例 230 中３年・男 視力・眼球運動障害

ラグビー部活動中での試合で、相手選手にタックルに入ったとき、相手の膝が本生徒の左眼

部に当たった。

卓　球

事例 231 中１年・女 手指切断・機能障害

卓球部活動終了後の後片付け中、卓球台が本生徒の方に倒れてきた。押さえようとしたとき、

台と床の間に右手中指が挟まってしまった。

事例 232 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

部活動開始前の時間中、武道場の天窓を開けようとジャンプして手を出したが、ヒビの入っ

ていたガラスを叩き割ってしまい、右前腕部をガラスで切った。

バドミントン

事例 233 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

部活動中、部室でふざけていた生徒に背中を押され、入り口の戸のガラス部分に顔をぶつけ

た。

事例 234 中１年・女 視力・眼球運動障害

バドミントンの部活動中、打ち合いをしていて、相手選手がスマッシュしたシャトルが本生

徒の左眼に当たった。

武　道

柔　道

事例 235 中１年・女 精神・神経障害

部活動中、柔道の乱取りの練習で受身のとき背中から倒れ、畳に後頭部をぶつけ倒れた。そ

の後休憩していたところ前のめりになり倒れ意識を失った。

事例 236 中２年・男 精神・神経障害

柔道部活動中、実戦形式の練習を行っていた。本生徒が背負い投げをかけようとしたが、自

滅してしまい頭をつき、衝撃が首にくる。
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剣　道

事例 237 中１年・男 視力・眼球運動障害

剣道場清掃中、一人の生徒が竹刀振りをしたところ、後ろにいた本生徒の左眼に竹刀先端部

が強く当たるとともに、目の中に入った。

事例 238 中１年・男 視力・眼球運動障害

剣道部活動中、他の生徒が竹刀を持ったまま走っていたところ、隣を走っていた生徒の体に

竹刀が当たり、跳ね返って、近くで座って身支度していた本生徒の眼に竹刀の先が当たった。

相　撲

事例 239 中３年・男 歯牙障害

相撲部の練習中、相手の頭が本生徒の顔面に当たり、上前歯部を負傷した。

（２）その他

事例 240 中３年・女 下肢切断・機能障害

夏休みの地区生徒会活動の一環で、地域の清掃活動中、橋のたもとに降りていったとき、草

で足を滑らせて川の中に落下した。

事例 241 中３年・男 精神・神経障害

放課後、支部水泳大会に参加するためプールで練習しているとき、最後に飛び込んだ際に、

プール底に頭頂部を勢いよくぶつけ、その衝撃で頚椎を損傷し、プール内で体を動かすことが

できなくなる。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中

事例 242 中１年・男 視力・眼球運動障害

友人間のトラブルで言い争いになった際、相手生徒から拳で左眼を殴られた。

事例 243 中１年・男 視力・眼球運動障害

同級生とふざけ合いから、もみ合いとなって転倒した時、本生徒の手が同級生の顔にあたっ

たことに腹を立てた同級生が、起き上がるとき、足を後ろに払い、かかとが本生徒の左眼に当

たり負傷した。

事例 244 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人がふざけて本生徒の背中を押したとき、カッターナイフで木片を削ってルアーを作成し

ていた別の友人の方に倒れ、ナイフで右頬を切った。

事例 245 中１年・女 歯牙障害

友人から印刷物を回してもらえない嫌がらせを受けて強く動揺し、３階教室の廊下の柵を乗

り越え吹き抜けになっている下のホールへ向かって飛び降りた。その際、歯を強く打った。

事例 246 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

教室を出ようとしたところ、他の生徒が鬼ごっこをしていて走ってきているのが見えず、出

口から一歩踏み出した際、ぶつかった勢いで柱に前頭部をぶつけ出血した。
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事例 247 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人とけんかになり、足払いをされ転倒した際、手のつき方が悪く、さらに右手に自分と相

手の体重がかかったため、右橈骨・尺骨の骨幹部骨折をした。

事例 248 中２年・男 手指切断・機能障害

友人と追いかけっこをしていたとき、友人がトイレに入り、内側からドアを閉めたので、開

けようと押した際、ドアのガラス部分に左手が当たり、手のひら第２指～第４指にかけて大き

く切れ開放創となる。

事例 249 中３年・男 視力・眼球運動障害

友人と野球のバッティングのような遊びをしていたとき、ボールの代わりに使用していた小

石がはじけて、眼鏡を直撃し、レンズが割れて眼球部に刺さり出血した。

事例 250 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

水浸しの廊下で滑り、窓に激突した際、割れた窓ガラスで右手を切った。

事例 251 中３年・男 歯牙障害

友人とふざけていたところ、教室の床に顔面を強打し、口部、歯部を痛めた。

事例 252 中３年・男 視力・眼球運動障害

ボールの貸し借りでけんかになったとき、顔面と頭などを殴られた。

事例 253 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

廊下の窓をふざけて閉めようとしたときに、外にいた生徒が閉められないように窓ガラスに

強く手をついた際、窓ガラスが割れ、破片で顔を負傷した。

事例 254 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

その前の授業中にいざこざがあった友人を本生徒が呼び止めたとき、けんかになるのではと、

止めに入った別の友人とけんかになり、相手が持っていた教室の鍵で顔を切った。

（２）昼食時休憩時間中

事例 255 中１年・男 歯牙障害

本生徒が友人をいじめていたのを、他の生徒が見て声をかけ、逃げた本生徒を追いかけ服を

つかみ振り回した際、本生徒が飛ばされ床で前歯を打ちつけ負傷した。

事例 256 中１年・男 歯牙障害

教室の後ろのロッカーの前で友人とふざけていたとき、ロッカーの角に前歯をぶつけてしま

い負傷した。

事例 257 中１年・男 視力・眼球運動障害

本生徒が他の生徒に対してふざけた態度をとり逃げ回っていたが、つかまえられた際、足を

かけて倒され、頭部を３発殴打、背中を左足甲で１回、顔面を右足甲で１回蹴られ、右眼が腫

れあがった。

事例 258 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

廊下の壁面に据え付けられたベンチの腰板の桟に上がりバランスを崩し転落し、壁に吊り下

げられている金具の先端で左頬部を裂傷した。
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事例 259 中１年・女 視力・眼球運動障害

鬼ごっこをしていた他の生徒が石を投げたとき、本生徒の右眼に激しく当たった。

事例 260 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人と運動場のベンチに座っていたとき、友人がカッターナイフで遊んでいて、振り向いた

本生徒の頬に当たり負傷した。

事例 261 中２年・男 歯牙障害

体育館で友人に背中を押され、バドミントンの支柱に顔面をぶつけた。

事例 262 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

鬼ごっこをしていて、トイレへ逃げ込もうとしたとき、トイレ扉のガラスに左手を突っ込み、

割れたガラスで前腕を負傷した。

事例 263 中２年・男 精神・神経障害

廊下を走って競争していたところ、後ろを走っていた友人に押され転倒し、柱の角に頭を強

打した。

事例 264 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人と鬼ごっこをしていたが、本生徒がトイレに隠れて内側からドアを押さえていたら、友

人が開けようとしてドアを蹴り、ドアのガラス部分が顔面にあたって挫傷および打撲した。

事例 265 中２年・男 視力・眼球運動障害

友人と以前からトラブルとなっていたことで再びけんかとなり、相手のパンチが左眼周辺に

あたり負傷した。

事例 266 中２年・女 せき柱障害

窓の近くで話をしていた別の生徒が、本生徒も話に誘おうと、本生徒の背部を急に両手で押

したとき、その反動で頭部を窓ガラスにぶつけて、ガラスの破片による切り傷があった。帰宅

後、気分が悪く手がしびれる等の症状が現れた。医療機関で頚椎椎間板症と診断された。

事例 267 中３年・男 胸腹部臓器障害

木にひっかかったボールをとるため木に登った際、手が滑って落下し、下にあった鉄棒の角

に左脇腹を強打した。

事例 268 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人と鬼ごっこをしていて、前を走っていた友人がドアを閉めて押さえていたが、無理に開

けようとガラスの部分を勢いよく押したため、右腕、左腕、頭部を負傷した。

事例 269 中３年・男 視力・眼球運動障害

体育館への移動のため、階段昇降機を使って階段を下りようとしたとき、車椅子ごと転落し、

顔面、特に左眼あたりを負傷した。

事例 270 中３年・男 聴力障害

インターネットの書き込みに関することが発端となり、同学年の生徒３人から暴力を受けた。

事例 271 中３年・男 歯牙障害

友人とサッカーをしていてトラブルになり、他の生徒が本生徒の口あたりをなぐり、前歯２

本が抜けた。
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事例 272 中３年・男 視力・眼球運動障害

体育館でバスケットボールをしていて、ボールを捕ろうとジャンプしたとき、コートの外か

らバレーボールが飛んできて右眼を強打した。

事例 273 中３年・男 視力・眼球運動障害

サッカーをしていたとき、ボールが右眼を直撃した。

事例 274 養中３年・女 歯牙障害

教務室にある牛乳を取りに行こうと廊下を走っていたとき、足がふらつき転倒し前歯を床に

ぶつけた。

事例 275 中３年・女 精神・神経障害

体育大会種目のムカデ競争の練習をしていたが、進行方向に対し、後ろ向きに倒れ、お尻を

地面につき、両足を上に上げて後方回転するような体勢になったところへ、勢い余って止まり

きれなかったムカデ側の生徒が８人ほど本生徒の上に将棋倒しになったため、頚部を強く圧迫

された。

（３）始業前の特定時間中

事例 276 中３年・男 精神・神経障害

４階教室のベランダから飛び降り、他の階のベランダよりも張り出している２階のベランダ

へ転落し、全身を打撲する。

（４）授業終了後の特定時間中

事例 277 中１年・女 歯牙障害

運動場を通って同級生と話しながら歩いていたが、走ってきた他の同級生と衝突し、前歯が

脱臼した。

事例 278 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

他の生徒とのトラブルから腹が立ち、下足室の入り口のガラスを蹴った際、ガラスが割れて

足を切った。

事例 279 中２年・男 胸腹部臓器障害

友人と柔道の技のかけ合いをしているうちに、足がもつれて転倒したとき、本生徒の股間に

友人の膝が当たり、睾丸を負傷した。

事例 280 中２年・男 歯牙障害

廊下を走っていて転んだ際、前歯を床にぶつけて負傷した。

事例 281 中２年・男 聴力障害

校門で他の生徒とトラブルになったとき、右耳にパンチされ、倒れたところにさらに、足蹴

りを２回加えられた。

事例 282 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人と廊下で追いかけっこをしていたが、廊下の曲がり角にある家庭科室の窓に手をつっこ

んだ。
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事例 283 中２年・男 歯牙障害

部活動終了後の特定時間中、花壇で友人とふざけていたが、足が板にひっかかって勢いよく

前方に倒れ、花壇の縁石のブロックに顔面を強打した。

事例 284 中２年・女 上肢切断・機能障害

ロッカーの上に乗り黒板に文字を書こうとしていたが、後ろから友人が引っ張ったため床に

転落し、右上腕部を強く打ち骨折した。

事例 285 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

部活動が終了し、走って校舎に入ろうとしたとき、コンクリートのつなぎ目に躓いて、左膝

をドアの敷居に強く打ちつけ挫創し、後十字靱帯を損傷した。

事例 286 中３年・男 手指切断・機能障害

けんかに負けた腹いせに音楽室の窓ガラスを右手で殴りガラス窓の中に手を突っ込んで引き

抜いたとき、負傷した。

事例 287 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

木工室で歩き回っていたところ、バランスを崩しそばのガラス戸に左手がぶつかりガラスが

割れ左腕がつき抜けた。とっさに左腕を引き抜いたため、左上腕部が大きく切り裂かれ、大出

血した。

事例 288 中３年・男 視力・眼球運動障害

グラウンドでソフトボールをしていて、ホームベース付近にいたところ、外野から飛んでき

たボールに気づかず、左眼に直撃した。

事例 289 中３年・女 せき柱障害

ベランダで運動会の応援練習を行っていたとき、柵の外

に落ちたポンポンを拾おうと玄関の屋根に乗ったとき、布

張りであったため破れ、１階へ落下し全身を強く打った。

〔Ⅵ〕通学中
（１）登校中

自転車

事例 290 中１年・女 胸腹部臓器障害

自転車で登校中、緩やかな下り坂で前方から自動車が来たので離合するために道路左端によ

け、徐行して前進していたが、バランスを崩し、自転車ごと川へ転落し、自転車のハンドルで

胸部、腹部を強打した。

（２）下校中

徒　歩

事例 291 中２年・男 精神・神経障害

下校中、図書館に立ち寄り、借用していた書籍を返却後、しばらく次に借り出す書籍を探し

たあと、図書館横の階段を上がろうとしていたが、踊り場の影に潜んでいたと思われる不審者

が突然現れ、本生徒の体を強く押したため、バランスを失い、下の踊り場まで転落し、頭部を
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強打した。

自転車

事例 292 中１年・男 歯牙障害

自転車で下校中、道の段差にハンドルをとられ、前のめりに転倒し、歯を地面に打ちつけた。

事例 293 中１年・男 歯牙障害

自転車で下校中、かごに入れていたテニスラケットのひもが、自転車の前輪にからまった際、

ラケットのグリップ部分が前歯に当たり、また転倒した際、右手首や顔面を道路面で強打した。

事例 294 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

自転車で下校中、よそ見した際、道路脇の蓋のない側溝に自転車ごと落ち、顔面を強打した。

事例 295 中３年・男 歯牙障害

自転車で下校中、後ろにいた友人と接触し、バランスを失って前方に転倒し、前歯を強打し

たため、前歯２本が根から抜け、もう１本は歯冠部が欠けてしまった。

３　高等学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科
（１）工業

事例 296 高２年・男 手指切断・機能障害

工業の時間に折りたたみ椅子を製作中、丸鋸の刃側にある木片を取り除こうとした際、誤っ

て左人差し指が丸鋸の刃に接触したため負傷した。

事例 297 高３年・男 手指切断・機能障害

工業の授業で課題研究作品の製作中、材料を切断する際、丸鋸盤の刃物に左手人差し指、中

指がひっかかり負傷した。

（２）保健・体育

器械体操

事例 298 高２年・男 下肢切断・機能障害

跳び箱のテスト中、開脚跳びで助走と跳躍に勢いがつき上体が前に流れ、開脚した状態で着

地し、左膝を負傷した。

事例 299 高２年・女 歯牙障害

体育授業中、跳び箱を跳んだ際、上二段が崩れ、三段目の跳び箱に顔面（歯部）を強打した。

事例 300 高１年・男 せき柱障害

体育の授業中、マット運動で倒立前転のテストを受けていた際、倒立した後に前転の体勢に

移る時にバランスを崩して倒れ、背中を強打した。

陸上競技

事例 301 高３年・女 精神・神経障害

体育授業中、走り高跳びをしていたところ、飛び込み前転の要領で跳び、頭から着地し首を
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ひねった状態でマットに打ちつけ首を痛めた。

球　技

ソフトボール

事例 302 高１年・男 歯牙障害

体育の授業中、ソフトボールを行っていて、友人が自分でトスしてボールを打っていたが、

持っていたバットが手から離れ、近くに座っていた本生徒の顔面を強打し、前歯及び下顎部、

口唇を痛めた。

事例 303 高２年・男 歯牙障害

体育の授業で、ソフトボールの試合中、投手であった本人と打者とで喧嘩になり、上顎を殴

られ負傷した。

事例 304 高３年・男 歯牙障害

ソフトボールの授業中、本生徒はキャッチャーをやっていた。

バッターがボールを打ったとき、金属バットをキャッチャー方

向に投げ出し走塁してしまったため、左後方にいた本生徒に飛

んできて、口部に当たり、唇が切れ歯が３本折れた。

事例 305 高３年・女 聴力障害

体育でソフトボールの授業中、キャッチボールを行っていて、相手からきたボールが低かっ

たのでしゃがんで捕ろうとした際、左耳に当たり、耳鳴りがした。

バスケットボール

事例 306 高２年・男 歯牙障害

体育授業中、バスケットボールの試合をしていて、ボールを取りに行った際、相手の肘が前

歯に当たった。

事例 307 高２年・女 視力・眼球運動障害

体育の授業中、バスケットボールをしているとき、同チームの生徒がパスしたボールが本生

徒の右側頭部（右眼付近）に当たった。

事例 308 高３年・女 歯牙障害

体育の授業でバスケットボールの試合中、走っていて転倒し、床に顔を打ちつけ前歯を折っ

た。

バドミントン

事例 309 高３年・女 歯牙障害

体育の授業中、バドミントンで打ち合いをしている際、滑って転び、自分のラケットで歯を

打ってしまい、前歯が折れてしまった。

武　道

柔　道

事例 310 高３年・男 上肢切断・機能障害

柔道の授業で試合中、相手に払腰をかけられたが、投げられまいとして同体で倒れ頭部より

落ちて頸を痛めた。
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その他

事例 311 聾高１年・男 手指切断・機能障害

５時限プールの掃除中、排水溝のふたを掃除するため、ずらそうとした際、ふたと排水溝枠

の間に左手第３・４指が挟まれた。

事例 312 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育授業のスキーで斜面を滑走中、バランスを崩して転倒し、スキー板内側のエッジが左膝

内側部をこすり、切傷を負った。

事例 313 高３年・女 歯牙障害

体育授業中、２人組で背中合わせに腕を組み、背中にボールを挟んで横方向に走っている際、

バランスを崩して転倒し、口部を強打した。

事例 314 高３年・女 歯牙障害

保健体育の時間中、準備体操として馬とびをしていたとき、着地のバランスを崩し前のめり

に転倒し、床に歯を打ちつけた。

（３）その他

事例 315 高１年・男 精神・神経障害

２時限の新入生数学テスト中、終了時に答案用紙を提出しようとした際、いすに腰掛けたま

ま、床に崩れるように倒れた。

事例 316 養高１年・男 上肢切断・機能障害

調理実習中、マスクと三角巾を着用するが、本生徒はそれを嫌がり何度も外して力いっぱい

床に投げつける動作を繰り返していて、その後会食時に利き腕である右手を使わないので確認

した際、腫れがあった。

事例 317 高２年・女 精神・神経障害

自習時間中、自席の物を取るために移動した時、知的障害のある男子生徒の自慰行為を見て、

ショックを受ける。その後その男子生徒が強い口調で言葉をかけたため、吐き気・不安・恐怖

感を募らせる。

事例 318 養高３年・男 手指切断・機能障害

作業学習で竹箸の仕上げ削りの作業中、軍手が回転している自動カンナ機の刃にからまり、

指先が巻き込まれて右手第３・４指の第１関節部より先を斜めに削いで負傷した。

事例 319 高３年・女 手指切断・機能障害

課題研究の時間中、木工制作の作業で電気カンナを使用した際、誤って左手第２指を切断し

てしまった。

事例 320 養高３年・女 歯牙障害

日常生活の指導中、プレイルームにおいてキックボードで遊んでいた。ショートホームルー

ムが始まる時間に他の生徒たちは教室に戻ったが、本生徒が戻っておらず、この間にキックボ

ードで転倒し、前歯を損傷したものと思われる。
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〔Ⅱ〕特別活動
（１）学級活動

事例 321 高３年・男 歯牙障害

学級活動中、製造実習室でバーベキューをした後、床に水を撒き裸足で清掃をしていたとこ

ろ、滑って転倒し、顔面を打撲した。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）学芸的行事

事例 322 高２年・男 手指切断・機能障害

文化祭準備中、機械科実習工場において、文化祭に出す１輪ざしの作成のため旋盤を使用し

ていた際、誤って右手母指を切断してしまった。

事例 323 高３年・男 視力・眼球運動障害

学園祭の前日準備中、他の生徒がガムテープを丸めたものを投げて遊んでいたが、近くで作

業をしていた本生徒が振り向いた時に目に当たり負傷した。

（２）体育的行事

体育大会、体育祭

事例 324 養高３年・男 歯牙障害

体育大会終了後、電動車椅子で教室に戻る途中、縁石に右車輪を乗り上げたまま前進してし

まったため車椅子が左へ傾き転倒し、地面で顔面を強打した。

事例 325 高３年・男 精神・神経障害

体育祭中、騎馬戦で、スピードをつけて相手の騎馬にぶつかっていく作戦を立て、相手にぶ

つかったが、先頭だった本生徒は、相手の先頭の右肩に頭頂から当たり、そのまま両騎馬が倒

れ始め、本生徒は前に崩れるように倒れた。

事例 326 高２年・男 下肢切断・機能障害

体育祭の午後からの応援合戦中、本生徒がスタンドで応援していた際、近くで落雷があった

瞬間、足から下半身にしびれが走った。

球技大会

事例 327 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

球技大会でドッジボールの試合中、ボールを避けようとジャンプして着地した際、左膝の靱

帯を損傷した。

事例 328 高２年・男 歯牙障害

球技大会でバスケットボールの試合中、自陣ゴール付近で味方選手にパスを出した瞬間、相

手チームの生徒に押し倒され、バランスを崩し顔面から床に倒れ、口部を打った。

事例 329 養高２年・男 歯牙障害

球技大会中、ユニホック決勝戦に備えて座って休み、決勝戦へのコールがあったので、立っ

て３歩歩いたところで発作が起こり、前方へ転倒し口のあたりを打撲した。
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（３）遠足・集団宿泊的行事

修学旅行

事例 330 高２年・男 視力・眼球運動障害

修学旅行中、見学を終えてバスに戻ろうとしていた時に、友人と木の実のようなものを投げ

合って遊んでいて、誤って右眼に強く当たってしまった。

事例 331 養高１年・男 せき柱障害

夕食後食堂で待機中に、本生徒は網戸を開け非常階段を地下から２階へ上がり、棚扉を乗り

越え屋上へ出て、最前部まで進み落下した。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動

水　泳

事例 332 高１年・男 そしゃく機能障害

部活動中、バーベルで筋力トレーニングを行った際、ベンチ台のフックにバーベルがしっか

り掛からず、顔面の前歯に落ちた。

事例 333 高２年・男 精神・神経障害

水泳部合宿中、夕食後のトレーニングにおいて、腹筋強化台を肋木に垂直に立て掛け頭を下

にして腹筋をしていたが、何らかのはずみで両足がはずれて約30cmの高さから床面に落ち、後

頭部を強打した。

器械体操

事例 334 高３年・男 せき柱障害

体操部練習中、鉄棒をしていて手がすべり、勢いあまって床に落下した際、額を床に打ちつ

け第二頚椎を骨折した。

事例 335 高３年・男 精神・神経障害

体操部活動中、鉄棒の演技中に手が鉄棒から外れ、首から落下し、首を支点にして身体を前

屈し二つ折りした状態になった。そのときの頚部の過度の屈曲により頸部を痛めた。

事例 336 高２年・男 精神・神経障害

器械体操部活動中、平行棒の２回後方宙返り下りの練習をしていた際、身体がスイングして

前へ流れてしまい、２回後方宙返りを回りきれず、着地がセーフティーマットから外れてしま

い、頭を強く打つ。

陸上競技

事例 337 高２年・女 精神・神経障害

陸上部活動中、講師が自ら指導のためハンマーを投げたが、失投してしまった。本生徒は、

投げる前の合図に気づかずハンマーサークルに背を向けるように立っていたので、サークルの

フェンスを越えてきたハンマーに気がつかず、頭に当たり負傷となった。

事例 338 高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

陸上競技大会参加中、100ｍ走をしていた際、足がもつれ転倒し、自分のスパイクが左大腿部

にぶつかり負傷した。
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事例 339 高３年・男 歯牙障害

陸上部活動中、ウェイトトレーニングをしていた際、誤って

ベンチプレスを顔に落としてしまい負傷した。

球　技

サッカー

事例 340 高１年・男 胸腹部臓器障害

サッカーの練習試合中、ゴール前にセンタリングされたボー

ルをヘディングシュートしたところ、相手キーパーと衝突し、

キーパーの膝が腹部を強打した。

事例 341 高１年・男 歯牙障害

サッカー部練習中、隣にいた人にぶつかった際、相手の頭が口に当たり歯を負傷した。

事例 342 高２年・男 視力・眼球運動障害

サッカー部で試合形式の練習中、ヘディングしようとした際、相手チームの生徒と衝突し右

顔面を強打した。

事例 343 高２年・男 歯牙障害

サッカー部のゲーム中、誤って相手生徒の頭と本生徒の顔面が当たった際、転倒し前歯を負

傷した。

事例 344 高２年・男 歯牙障害

練習試合中、他の生徒がボールを蹴ろうとしたとき、足が本生徒の右顎を強打した。

事例 345 高２年・男 下肢切断・機能障害

サッカー部の練習試合中、シュートしようとしたとき、相手方のゴールキーパーとぶつかり

右足が相手の両足に挟まれて転倒し、右下腿部分を負傷した。

事例 346 高定２年・男 歯牙障害

サッカー部の練習試合中、ヘディングでボールの取り合いになり、相手選手の頭と本生徒の

顎（歯）が強くぶつかり負傷した。

事例 347 高２年・男 手指切断・機能障害

サッカー部でウェイトトレーニングをしていて、おもりに不具合があり調整しようとしたと

ころ、おもり（約40㎏）が左手中指に落下して受傷した。

事例 348 高２年・男 胸腹部臓器障害

サッカー部の練習試合中、ボールを追いかけていたとき、他の生徒と接触し相手の膝で睾丸

を強く打った。

事例 349 高３年・男 視力・眼球運動障害

サッカーの試合中、ヘディングをした際、相手選手の頭と本生徒の頭があたり、その瞬間か

ら右眼が見えにくくなった。

テニス

事例 350 高２年・女 聴力障害

テニス部活動中、野球グラウンドからファールボールが飛んできて、本生徒の側頭部と肩に

当たった。
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野　球

事例 351 高１年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、フリーバッティングでピッチャーをしていた本生徒が、キャッチャーからの

返球を捕ろうとした際、隣のゲージで打ち返された打球が左眼に当たった。

事例 352 高１年・男 歯牙障害

野球部活動中、キャッチボールをしていたが、ボールを捕り損ねてボールが顔面に当たり、

前歯を破折した。

事例 353 高１年・男 視力・眼球運動障害

野球部練習中、内野の守備練習で監督がノックの球をサードに出したとき、直接左眼に当た

り負傷した。

事例 354 高１年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、３箇所で打撃練習をしていて、本生徒は真ん中の列でフリー打撃の投手とし

て投げていたが、隣の列の打球が防球ネットの隙間を通って本生徒の左眼を直撃した。

事例 355 高１年・男 視力・眼球運動障害

部活動中、トスバッティングをしていた際、隣でしていたティーバッティング中のボールが

飛んできて、左顔面に当たった。

事例 356 高１年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、トスバッティングの練習をしていた際、打った球がトスをした本生徒の右目

を直撃した。

事例 357 高１年・男 歯牙障害

野球部活動中、ノックを受けていた際、イレギュラーしたボールを避けきれず、ボールが前

歯に当たり、負傷した。

事例 358 高１年・男 歯牙障害

野球部活動中、ショートの守備練習をしていて、飛んできた打球がイレギュラーバウンドし

た際、顔面に当たり、口唇を裂傷、前歯を破損した。

事例 359 高１年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、２台のマシンバッティングを使用して練習をしていた。本生徒は、右側のマ

シンバッティングのマシンに球入れをしていたが、隣のマシンで打撃練習をしていたバッター

の打ったボールが防御ネットの穴を通り抜け、右顔面に当たった。

事例 360 高１年・男 歯牙障害

野球部活動中、ノッカーへボール渡しを行っていたとき、返球されてきた球が逸れて本生徒

の口に直撃した。

事例 361 高１年・男 胸腹部臓器障害

野球部練習中、バント練習をしていたが、ボールをバットに当てることができず、ボールが

股間を直撃した。

事例 362 高１年・男 視力・眼球運動障害

ピッチングマシーンからの飛球を捕球する練習をしていた際、飛球を見誤り硬球が左眼に当

たり、左眼上の眉も数センチ切り出血した。
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事例 363 高１年・男 視力・眼球運動障害

部活動終了後、掃除をして、片付けをしていた。他の生徒がふざけてほうきを振り回した際、

本生徒のところへ飛んできて、眼に当たった。

事例 364 高１年・男 歯牙障害

野球部活動中、シートノックをしていたところ、打球がイレギュラーバウンドし、口部に直

撃した。

事例 365 高１年・男 精神・神経障害

野球部活動中、本生徒は投手をしていて、打者が打ったボールを捕ろうとしたが、ボールが

本生徒の右側頭部に当たった。

事例 366 高１年・男 歯牙障害

野球部活動中、紅白ゲームをしていて本生徒はライトの守備についていたが、ライト前のゴ

ロがイレギュラーして本生徒の口にボールが当たり前歯を負傷した。

事例 367 高２年・男 歯牙障害

野球部活動中、ティーバッティングのボールを上げていたところ、バッターの打ったボール

が本生徒の口に当たった。

事例 368 高２年・男 手指切断・機能障害

野球部練習中、バランスを崩してうつ伏せに倒れたところ、他の生徒のスパイクが左手薬指

の先に乗り、指先が切断された。

事例 369 高２年・男 精神・神経障害

硬式野球部練習試合中、デッドボールを顔面に受けた。鼻骨骨折をし、嗅覚障害になった。

事例 370 高２年・男 歯牙障害

屋内練習場で何ヶ所かに分かれてティーバッティングの練習中、本生徒がボールを拾い集め

ていたところ、隣でバッティングしている生徒のバットが顔面に当たり負傷した。

事例 371 高２年・男 歯牙障害

野球部の練習試合中、バッターボックスに入った際、ピッチャーの投球が口唇部に直撃した。

事例 372 高２年・男 視力・眼球運動障害

バッティングの練習中、本生徒は守備についていて、フライになった打球を捕ろうとしたと

き、次の打者の打球が本生徒の顔面・左眼を直撃した。

事例 373 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部練習中、３塁から１塁へ送球する練習をしていた際、ノックの逸れた打球が直接、本

生徒の右眼に当たった。

事例 374 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部でバント練習中、ピッチングマシーンのボールがインコースにきたため避けようとし

たが、ボールがバットの端をこすり、ボールが右眼に当たった。

事例 375 高２年・男 歯牙障害

野球部練習中、セカンドを守っていた際、自分の方に飛んできたゴロのボールが口に当たっ

た。
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事例 376 高２年・男 聴力障害

野球部活動中、ティーバッティングの練習の際、打球が右側頭部に当たり負傷した。

事例 377 高２年・男 歯牙障害

野球部活動中、練習試合で内野位置に守備についていた際、ゴロを捕ろうとしたら、イレギ

ュラーバウンドしたボールが前歯にぶつかった。

事例 378 高２年・男 歯牙障害

野球部活動中、ノックされたボールがイレギュラーして捕り損ね、本生徒の口唇部に当たり、

上前歯２本が抜けた。

事例 379 高２年・男 歯牙障害

野球部活動中、ノックの練習をしていて打球がイレギュラーバウンドしたため捕り損ない、

ボールが顔面に当たり前歯を破折した。

事例 380 高２年・男 歯牙障害

野球部練習中、逸れたボールが鉄柱に当たって跳ね返った際、本人の口元に当たった。

事例 381 高２年・男 歯牙障害

野球部の公式試合中、本生徒が打ったボールが地面に跳ね返ってイレギュラーバウンドし、

本生徒の口に当たり、前歯を破折した。

事例 382 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

野球部練習試合中、一塁からダッグアウトに戻る際、防球ネットが風で揺れるのを抑えるた

めにつけてあるおもりに、頭部を強打し出血した。

事例 383 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、外野を守っていて、打球を捕ろうとジャンプした際、ネットにぶつかり体勢

を崩し、ボールが眼に当たってしまった。

事例 384 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部練習中、捕手が送球したボールが野手のグローブから逸れ、本生徒の顔面を直撃した。

事例 385 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、夜間照明の下で守備練習を行っていたが、無防備に振り返った瞬間にボール

が本生徒の左眼を直撃してその場にうずくまり、急に左眼が見えなくなった。

事例 386 高２年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、ノックを行っていて、ファーストを守っていた本生徒の前にボールが転がり、

それを取りに行った際、ライトに向かって打ったノックの打球が左眼に当たった。

事例 387 高２年・男 歯牙障害

野球部練習中、守備練習をしているとき、ノックされたボールを捕ろうと構えていたところ、

イレギュラーバウンドしたボールが口に当たり負傷した。

事例 388 高２年・男 歯牙障害

野球部活動中、フライを捕る練習をしていて、大きなフライが上がったので、ボールを見な

がらバックしていったところ、後ろにあったサッカーゴールに激しく体があたり、ゴールが横

に倒れて持ち上がってきた鉄枠が顔面にあたり下顎部の裂創、上下前歯を破損した。
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事例 389 高２年・男 歯牙障害

野球部練習中、シートノックを受けていたとき、イレギュラーバウンドしたボールが前歯に

当たり歯が折れた。

事例 390 高２年・男 歯牙障害

野球部活動中、キャッチボールをしていたとき、ネットに当たり跳ね返ったボールが口に当

たり、前歯を破折した。

事例 391 高２年・男 歯牙障害

野球部練習中、顔面付近にボールが飛んできた際、グラブを出すことができず、ボールが顔

面に当たり負傷した。

事例 392 高３年・男 歯牙障害

野球部活動中、ライトからサードへの送球がイレギュラーバウンドした際、ボールを捕るこ

とができず顔面に当たり、前歯を破折した。

事例 393 高３年・男 歯牙障害

野球部活動中、試合でデッドボールを顔面に受け、歯を欠損し、脳振盪も生じた。

事例 394 高３年・男 せき柱障害

野球部の活動で筋トレ中、140㎏のバーベルを肩に担ぎ、スクワットを行っていたが、バラン

スを崩し前方に転倒し、背骨を痛めた。

事例 395 高３年・男 歯牙障害

野球部活動中、守備練習をしていたとき、予想外の方向からボールを返球されてきて、捕り

損ねて顔面に当たり歯を負傷した。

事例 396 高３年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、本生徒はピッチングマシーンにボールを入れる担当だったので、集まってき

たボールを拾おうと下を向いていたとき、バッターの打球が防御ネットの隙間を通って飛んで

きて左眼部に当たった。

事例 397 高３年・男 歯牙障害

野球部の試合中、バッターの打球がイレギュラーバウンドして本生徒の口に当たった。

事例 398 高３年・男 視力・眼球運動障害

野球部活動中、バッティング練習をしているとき、ピッチングマシーンのボールが顔の方へ

飛んできて、左顔面を強打した。

バレーボール

事例 399 高２年・男 上肢切断・機能障害

バレーボール部活動中、レシーブ練習をしていて、低いボールをとろうとした際、体を支え

ようと手を床につき、バランスを崩し、右手首を負傷した。

事例 400 高定４年・男 足指切断・機能障害

バレーボール部活動中、練習後の片付けをしていたところネット

の支柱を誤って右足の上に落としてしまい、右第１趾を負傷した。
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バスケットボール

事例 401 高１年・男 歯牙障害

バスケットボール部活動中、フォーメーションの練習をしていたとき、他の生徒の肘が本生

徒の前歯に当たってしまった。また、翌月、部活動中に同部位を強打し、支台歯にしていた歯

も破折した。

事例 402 高１年・女 歯牙障害

バスケットボール部練習中、パスをもらおうとした際、体勢が崩れてボールが顔面に当たり、

前歯を破折した。

事例 403 高２年・男 聴力障害

バスケット部練習中、四角パスを行っていた際、パスされたボールが左耳に当たった。

事例 404 高２年・男 歯牙障害

バスケットボール部活動中、１対１のディフェンス練習をしていたが、相手の頭に自分の歯

が当たって受傷した。

事例 405 高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

バスケットボール部の夏合宿中、レクリエーションの一環として海でボディーボードをして

いたが、大きな波に流されたサーファーのボードが本生徒の顔面にぶつかり負傷した。

事例 406 高３年・男 歯牙障害

バスケットボール部練習中、リバウンドを取ろうとした際、ボールをキャッチして方向を切

り替えした別の生徒の肘が歯に当たった。

ラグビー

事例 407 高１年・男 視力・眼球運動障害

ラグビー部練習中、タックルをして倒れ込んだとき、敵方の生徒が右眼近くに乗ってしまっ

たため、頭を地面に強打した。また、以前に同じ場所を負傷していたところであったため、右

眼窩底骨折となった。

事例 408 高１年・男 胸腹部臓器障害

ラグビー部の練習試合中、ボールを持って走っていたところ、タックルされ、相手に股間を

蹴られ負傷した。

事例 409 高２年・男 精神・神経障害

ラグビー試合中、相手からのタックルを受け、左肩から前方へ転倒し、余勢で相手プレーヤ

ー２人も倒れかかり、上に乗った状態となる。

事例 410 高２年・男 歯牙障害

ラグビー部の試合中、相手のタックルが本生徒の顔面に入り、前歯を損傷した。

事例 411 高２年・男 精神・神経障害

ラグビー部活動中で、練習試合を行っていたとき、ファーストスクラムでボール投入と同時

に、スクラムがせり上がる状態となり、本生徒は頭が抜けず頚髄を痛める。

事例 412 高３年・男 視力・眼球運動障害

ラグビー部活動中、タックルをした際、味方同士でぶつかり、左側頭部を味方選手の肘が強

打し負傷した。
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バドミントン

事例 413 高１年・女 視力・眼球運動障害

バドミントン部活動中、自分がシャトルを投げて、相手がラケットでシャトルを打つ練習を

していたが、相手の打ったシャトルが本生徒の左眼に当たった。

事例 414 高２年・男 視力・眼球運動障害

バドミントン部の練習中、シャトルが飛んできた際、避けきれず、左眼に当たってしまった。

事例 415 高２年・男 視力・眼球運動障害

バドミントン部活動中、２対２で練習をしていたとき、本生徒の後側で同じチームの生徒が

落ちたシャトルを拾いあげて打ったと同時に自分も後ろを振り向き、シャトルの羽が眼に刺さ

った。

事例 416 高２年・女 視力・眼球運動障害

バドミントン部の練習中、ノック（ジャンプスマッシュ）の時に、１人１人に手でシャトル

を渡していたところ、それを打った友人のシャトルが左眼にささり負傷した。

その他

事例 417 高１年・男 視力・眼球運動障害

水球部練習中、ゴール前でディフェンスをしていたが、他の部員が打ったシュートが本生徒

の顔面を直撃し、目を強打した。

武　道

柔　道

事例 418 高１年・男 精神・神経障害

柔道部活動中、背負い投げをかけられ、その技が速かったので、受身が間に合わず、頭から

床に落ち、頭部を強打した。その日は練習を再開したものの、翌月に練習中、突然倒れる。

事例 419 高１年・男 精神・神経障害

柔道部活動中、練習で乱取りを行っていた際、投げられた時床で頭を打ち、気分が悪くなっ

た。隅で座って休んでいたが、倒れた。

事例 420 高１年・男 歯牙障害

柔道の試合中、相手選手に投げられそうになり、それを防ごうとして相手に乗りかかるよう

な状態になった際、相手の後頭部が顔面に当たり、前歯を破折した。

事例 421 高１年・男 胸腹部臓器障害

柔道部活動中、乱取をしていて、投げ技をかけられた際、相手の右足が股間にあたり、睾丸

に強い痛みが生じた。

事例 422 高１年・男 視力・眼球運動障害

柔道部の部活動練習中、コーチが実技指導していたが、本生徒の練習態度に覇気がなく力が

入っていないと思ったことから、叱咤の気持ちで顔面を平手で殴打した。

事例 423 高１年・女 精神・神経障害

柔道部活動中、合同合宿に参加し、乱取りの練習をしていた際、具合が悪くなり、休んでい

たところ、意識が無くなり、けいれん等が起きた。
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事例 424 高２年・男 歯牙障害

柔道部活動中、乱取稽古をしていた際、相手の手が口元に当たり、歯が折れた。

事例 425 高３年・男 下肢切断・機能障害

柔道の試合中、相手選手の右払巻込みを受けた際、右膝が内側に折れた状態になり、そのま

ま巻き込まれ膝から下がねじれ負傷した。

事例 426 高３年・女 聴力障害

柔道部で投げ技の練習中、大外刈りで投げられた際、受身を取ったが背中から落ち、後頭部

を畳に打って転倒した。

剣　道

事例 427 高２年・男 歯牙障害

剣道部活動中、格技場で素振りをしていた際、足元が滑って転倒し、前歯を床にぶつけた。

空　手

事例 428 高２年・女 歯牙障害

組手の試合中、相手選手の上段突きが口部に強打した際、前歯上下を負傷した。

その他

事例 429 高定４年・男 歯牙障害

自転車競技大会に出場中、他校の選手と接触し、転倒したため、肩、腕、足、口を負傷した。

事例 430 高１年・男 精神・神経障害

ボクシング部活動中、マスボクシングをしていたところ、相手の軽いジャブが右顔面に当た

り、鼻血が出た。直ちにマスボクシングを中止し、鼻血を拭いて立ち上がったが、倒れ意識を

失う。

事例 431 高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

山岳部の強化合宿中、夕食の炊事終了後、霧雨が降っていため、テント内でお湯を沸かして

いた。他の部員が立ち上がったときにガスバーナーがぐらつき、鍋がひっくり返り本生徒の両

下肢に熱湯がかかった。

（２）その他

事例 432 高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

入学予定者入学前指導で出校していた本生徒が、階段を降りている途中、足をすべらせ尻も

ちをつきながら落ちた際、右足首が異常な曲がり方をして滑り落ちた。

事例 433 高３年・男 歯牙障害

工業科の課題研究の補習中、旋盤でアルミ材の切削を行っていたが、旋盤の締め付け力不足

により、アルミ材が外れ、顔面を直撃した。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中

事例 434 高１年・男 聴力障害

居眠りをしていたことで、教科担任から廊下に呼び出され、注意を受けていたが、素直に返



事をしなかったため、担任が指導の意味で顔面を叩いたところ、左耳に直接当たり、耳が聞こ

えなくなった。

事例 435 養高１年・女 歯牙障害

校内実習の休憩時間に次の教室へ移動していたとき、本生徒がふざけて教員の足の下をくぐ

ろうと前かがみになったが、バランスを崩して転倒し、床に口唇部を強打して前歯２本を脱臼

し、抜け落ちてしまった。

事例 436 高２年・男 視力・眼球運動障害

友人とバドミントンをしていた際、友人のスマッシュしたシャトルが本生徒の右眼に当たっ

た。

事例 437 高３年・男 歯牙障害

友人と製図室内でふざけあっていたところ、誤って友人の頭が本生徒の前歯に当たった。

（２）昼食時休憩時間中

事例 438 高３年・男 手指切断・機能障害

友人とバスケットボールをしていて、相手のパスをカットするため手を出したところ、ボー

ルが小指に当たり脱臼してしまった。

（３）始業前の特定時間中

事例 439 高２年・男 手指切断・機能障害

部室の階段を降りようとしたとき、雪で滑り体を支えようと右手で手すりをつかもうとした

が転倒し、鉄骨のとがっている所に小指があたり切断した。

（４）授業終了後の特定時間

事例 440 高１年・女 歯牙障害

バレーボールをするためにネットを取り付けていたが、ネットを巻き取る支柱の金具が跳ね

返ってきて、口に直撃して負傷した。

事例 441 高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

本生徒が柔道場で文化祭のクラス発表ダンスを練習していて、他の生徒が休憩中にバット代

わりに振っていた木刀がすっぽ抜けた際、本生徒の眉間に直撃した。

事例 442 高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

下校しようと階段を降りていたところ、足を踏み外して落ちてしまい、その際、左こめかみ

あたりと右膝をぶつけたらしく、切創出血があった。

事例 443 高３年・男 手指切断・機能障害

手押し鉋盤を使って木材を加工していたとき、右手がすべり指先が鉋盤の刃に触れ負傷した。

事例 444 高３年・男 精神・神経障害

クラスメイト達が文化祭の出し物の練習をしており、その横で本生徒がクッションマット上

で前転等をして遊んでいたが、前転に失敗して全体重が頸部にかかり、負傷する。
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事例 445 高３年・男 手指切断・機能障害

課題研究のロボット制作のため溶接実習室のシャーニングマシンでアルミを切断する際、安

全カバーの中に手を入れた状態で誤ってペダルを踏んでしまい、右手中指、右手環指の先端を

切断してしまった。

〔Ⅵ〕寄宿舎
事例 446 高３年・男 手指切断・機能障害

寄宿舎で除雪作業中、除雪機の排雪口から雪を指でかきだそうとした際、羽に指が触れ受傷

した。

事例 447 養高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

寄宿舎洗面所のソファーで夕食後の歯磨き中、近くにいた寄宿生が突然本生徒につかみかか

り、右頬を噛まれた。

〔Ⅶ〕通学中
（１）登校中

自転車

事例 448 高１年・男 歯牙障害

自転車で登校中、ギアが外れ、転倒し顔面を負傷した。

事例 449 高１年・男 胸腹部臓器障害

自転車で登校中、後輪にかばんが挟まったので、取り除いたあと再び運転しようとしたが、

ハンドルに腹部を強打した。

事例 450 高１年・男 歯牙障害

自転車で登校中、校門前の道路で自転車に傘が挟まり、転倒し、顔面を打撲した。

事例 451 高１年・男 歯牙障害

自転車で登校中、ハンドルの操作を誤りブロックに乗り上げ、転倒し前歯を歯折した。

事例 452 高１年・女 歯牙障害

自転車で登校中、傘が前輪にはさまり、転倒し顔面を地面で強打した。

事例 453 高１年・女 歯牙障害

自転車で登校中、下り坂でスピードが出過ぎたために、ハンドル操作を誤り、転倒して前歯

を脱落・破折した。

事例 454 高２年・男 胸腹部臓器障害

自転車で登校中、前日の台風の影響で道路が深さ３ｍ程陥没していた。本生徒は自転車ごと

陥没箇所に落下し、その際、腹部を強打し、左肘、左膝を強くついて負傷した。

事例 455 高２年・男 歯牙障害

自転車で登校中、ハンドル操作を誤り、ガードレールに激突し、顔面を負傷した。

事例 456 高２年・女 歯牙障害

自転車で登校中、踏切の上で滑って転倒した際、前歯を折った。
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事例 457 高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

自転車で登校中、歩道と道路の段差に乗り上げてしまった。その衝撃でかごに入っていた傘

が前輪にはさまってしまったので、急停止したが、体が投げ出され、顔からアスファルトに当

たった。

事例 458 高３年・女 歯牙障害

自転車で登校中、道路のコンクリートブロックが飛び出しているところで自転車のタイヤが

巻込まれ、バランスを崩し転倒し、地面に顔面を強打した。

原動機付自転車

事例 459 高２年・男 手指切断・機能障害

原動機付自転車で登校中、急傾斜で急カーブの多い山道の下りカーブを走っていたが、対向

車を発見し、ブレーキをかけ、対向車との接触はなかったが、充分な減速が得られず、転倒し

負傷した。

事例 460 高２年・男 上肢切断・機能障害

原動機付自転車で通学中、坂道を下りきり、砂利道の左カーブに差しかかったとき、スリッ

プし左側に転倒して左手首を強打した。

事例 461 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

原動機付自転車で登校中、カーブでハンドルを切り損ね、砂利で滑って勢いよく転倒した際、

路面で右膝、顔面、頭部を強打し負傷した。

（２）下校中

徒　歩

事例 462 高３年・男 精神・神経障害

下校中、途中の下り坂になり始めたところで、電車に間に合わせようと走り出した際、坂の

終わる辺りに来た時、心臓発作を起こし、意識不明で倒れる。

自転車

事例 463 高１年・男 視力・眼球運動障害

下校中、自転車で踏切（警報機・遮断機ともになし）を渡ろうとした際、強風で近づく電車

の音が風下に流されたためか、電車の進行に気がつかず、電車と自転車の前輪が接触し、数メ

ートル跳ね飛ばされた。

事例 464 高１年・男 歯牙障害

自転車で下校中、下り坂で路面の起伏に引っかかり、前方に10ｍ程飛ばされ転倒した。

事例 465 高１年・男 歯牙障害

自転車で下校中、下り坂のトンネルにさしかかったとき、空き缶のようなものに躓き前のめ

りに転倒し、歯を折った。

事例 466 高１年・男 歯牙障害

自転車で下校中、自宅付近の道路で前輪スポークに靴が挟まり、顔から転倒した。

事例 467 高１年・女 歯牙障害

自転車で下校中、ハンドルが道路脇の標識のポールに当たり、バランスを崩して転倒し、顔
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面を強打した。

事例 468 高１年・女 歯牙障害

自転車で下校中、転倒し、歯を負傷した。

事例 469 高１年・女 歯牙障害

自転車で下校中、履いていた運動靴が脱げて前輪に挟まり、前ブレーキをかけたが、反動で

前方へ飛ばされ、顔面、口腔内を負傷した。

事例 470 高２年・男 歯牙障害

自転車で下校中、左の路地から車が接近してきたため、大きく右に迂回し、歩道へ戻ろうと

した際、樹木の根本部分に設置された円柱に接触し転倒して負傷した。

事例 471 高２年・男 歯牙障害

自転車で下校中、民家の門から相手が飛び出してきて衝突した拍子に、転倒し、顔面を地面

に強打した。

４　高等専門学校における障害の事例

〔Ⅰ〕課外指導
（１）体育的部活動

球　技

野　球

事例 472 高専１年・男 視力・眼球運動障害

野球部練習中、バッティング練習で投手をしていた際、打者の打球が顔面を直撃した。

５　幼稚園における障害の事例

〔Ⅰ〕保育中
事例 473 幼３歳・女 精神・神経障害

昼食後、友人と園庭へ出て行き、補助教員付き添いのもと、ブランコを勢いよく漕いでいた

が、友人が漕ぐのをやめると本児も漕ぐのをやめ、その後、停止した状態のブランコから手を

放して、人工芝の上に仰向けに転倒し、頭を打った。

事例 474 幼４歳・男 胸腹部臓器障害

総合遊具の滑り台を下から登って遊んでいたが、足を滑らせ手すり部に睾丸を打ちつけた。

事例 475 幼４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

ボール遊びをしていた時に、転がったボールを拾おうとしてしゃがんだところ、近くで男の

子が持ってまわしていたプラスチックのスコップが左頬に当たった。

事例 476 幼５歳・男 視力・眼球運動障害

プールから保育室に帰ってきたところ、ハサミを持っていた友人が他の友人とふざけていて、

手に持っていたハサミを投げた際、本児童の右眼に当たった。



事例 477 幼５歳・男 視力・眼球運動障害

軟式のゴムマリでサッカー遊びをしていたところ、友人が蹴ったボールが２ｍの距離から左

眼に当たった。

事例 478 幼５歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

保育室に戻る時に園庭から廊下に上がる段の前で、他の幼児とぶつかった際、転倒し段のと

ころで顎を打った。

事例 479 幼５歳・男 視力・眼球運動障害

魚釣りごっこをしていたとき、隣の友人の割り箸で作った釣竿の先が本児の目に当たった。

事例 480 幼５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

積み木を片付けている際に、前に転んで顔を打ち自分の歯で唇をかんだ。

事例 481 幼５歳・女 歯牙障害

本児は自由遊びの時間にうんていで遊んでいたが、手を滑らせ、

地面に顔面から落ちた。

事例 482 幼５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

折り返しリレーを行っていて、バトンを受け取り勢いよく走っている本児と折り返してきた

相手チームの子と正面衝突した際、相手の歯が本児の右頬にぶつかり、深く切ってしまった。

事例 483 幼６歳・男 胸腹部臓器障害

給食後に友人と２階の絵本コーナーで遊び、下に降りようとして一人で階段の手すりに寄っ

た際、身を乗り出して下に転落した。

６　保育所における障害の事例

〔Ⅰ〕保育中
事例 484 保０歳・男 精神・神経障害

背もたれ付のマットの中央付近で、他の児童と座位で遊戯中に転倒し、玩具棚の側面に後頭

部を強打する。たんこぶ等は無く、特に異常は見られなかったが、おむつ交換時に顔色が悪く、

呼吸も浅いように思われることから救急車を要請する。

事例 485 保１歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

園外保育中、公園の遊具で遊んでいたが、遊具の階段を登っているときに、友人に押され、

はずみで遊具に頬を強打した。

事例 486 保１歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

本児がホールで遊んでいて、友人が持っているカゴのところへ近づこうとしたとき、友人が

手の爪で本児の左頬をひっかいた。

事例 487 保２歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

午睡の後、保育室からトイレに行こうとしたときに、布団に足をとられた際、転倒し棚の縁

に額をぶつけた。

事例 488 保２歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

午睡準備中、本児と他の児童が押入れの下のコーナーに行ったが、まもなく声がしたので行
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ってみると、本児の左頬に引っかき傷があり、出血していた。

事例 489 保３歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

園庭でスケーターを持ち出して遊んでいた際、スケーターごと転倒してしまい、取っ手の部

分が頬にあたって左頬部を打撲した。

事例 490 保３歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

遊ぶ準備をしていたが、他の児童にひっかかれ右頬から出血した。

事例 491 保３歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

保育室内で自由遊び中、他の児童が使っていた玩具をとろうとして嫌がられ、頬をひっかか

れた。

事例 492 保３歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

ままごと道具で遊んでいたが、本児が他の児童のもっていた容器を取り上げたため他の児童

が怒って、本児の顔をひっかいたため顔面を負傷した。

事例 493 保３歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

保育室内にある低い柵に足をかけて外で遊ぶ他の児童を見ていたが、前のめりになり外側に

落下してしまった。サッシのレールの溝に顔面をぶつけ、鼻の下２ヵ所、上唇部１ヵ所を裂傷

した。

事例 494 保３歳・女 視力・眼球運動障害

保育所の入り口で友人と衝突し、そばにあった下駄箱で左眼を打撲した。

事例 495 保３歳・女 手指切断・機能障害

コンビカーの上に立ち上がり、バスケットゴールネットに指を絡ませて遊んでいたが、右手

中指がネットに絡まったまま身体が捻るように落ち、ねじれたネットで指が切れてしまった。

事例 496 保３歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

遊具の片付けをしていたが、本児が乗っていた移動式畳を他の児童が動かしたところ転倒し、

右頬を打ちつけた。

事例 497 保４歳・男 手指切断・機能障害

一人で虫探しをしようとして、土留石の側にいたが、そこに居合わせた年長の他の児童が投

げ置こうとした石が、本児の左手人差し指の上に落ちた。

事例 498 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

プレイルームの大型積み木を駆け上がり積み木を蹴った際、蹴った積み木が窓ガラスに当た

り割れ、割れたガラスで口の左横を約５㎝、左頬に約２㎝の切り傷を負う。

事例 499 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

保育室の入り口付近で数人の子どもたちが遊んでいて、本児が部屋から出ようとした際、入

り口が閉まったので、誤ってガラスにぶつかり、右前腕が切れて出血した。

事例 500 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

食事の後片付けをするときに、食器を持って並ぼうとしていたが、後ろにいた子にかすり、

バランスを崩して転倒し、茶碗の破片で右肘関節部を切った。

事例 501 保４歳・女 下肢切断・機能障害

保育所の行事である親子そり遠足中、親子でそりに乗っていたところ、スピードがつき母親
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が足で止めようとしたが止められず、横にあった階段の手すりにぶつかり、右足を負傷した。

事例 502 保５歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

園庭で友人と追いかけっこをしていて転び、木の枝で左頬を擦った。

事例 503 保５歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人とけんかとなり一旦納まったが、本児が非常門に向かって座って遊んでいた際、後方か

ら背中を突然突き飛ばされ、鉄柱に顔面を強打し負傷した。

事例 504 保５歳・男 視力・眼球運動障害

園庭で自由遊びの時間中、友人とテラスで魚釣り遊びをしていたところ、友人がもっていた

小枝が誤って左眼に当たってしまった。

事例 505 保５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

園庭で缶けりをしていたが、他の児童が蹴った缶が本児の右眉付近に直撃し、５㎝位の裂傷

を負った。

事例 506 保５歳・女 聴力障害

保育園の運動会中、親子競技騎馬戦に父親と参加した際、本児を肩車している時に父親の足

がもつれ後ろへ倒れ、本児の後頭部を強打した。
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